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NE PER SIA METRO
C再歸代名詞を考へる人へ）

Esperanto havis sian naskiĝon, kaj 

ĝis la grado de tiu ĉi nuna formo 
ĝi daŭradis vivi. Ĝi estis gvidata 

de nia bezo no. Per la praktika uzado 
de tuta Esperantistaro ĝi disvolviĝis, 

plipreciziĝis kaj estas kreitaj por ĝi 

ĉiuj necesaj formoj・ Kiam ĝi unua

foje akiris la spiron en la mondo, 

siatempe ĝi ne estis en pli perfekta 
formo kiel nun. Ĝi marŝadis sur vojo 

zigzaga・ Pli kaj pli ĝi perfektiĝis 

per nia uzo praktika, plipreciziĝinte 

laŭ la bezono.

Ankaŭ pri la stilo Zamenhof prave 

diras: *
La stilo Esperanta "ellaborigis en 

la daŭro de longa praktika uzado de 

la lingvo …ハ

Tio ĉi klare atestas, ke Esperanto 

en sia tuteco ne estis io perfekta, 

sed tio, kio pli kaj pli riĉiĝos, fortiĝos 

kaj perfekti ĝos, plipreciziĝante kaj 

konstante pliboniĝonte.

Estas pravaj la vortoj de Zamenhof 
natura irado kaj " natura vojo." 

Ĝi iras la naturan vojon de evoluo.

Pri la uzado de pronomo refleksiva 

Zamenhof ne donis al ni ĉiujn per

fektajn kaj detalajn regulojn aŭ 

formoj n krom tiuj en la Ekzercaro. 

(Tion ĉi li neniel povas fari, nek 

povas antaŭe decidi la formon de 

ĝia uzo, kiu estas problemo aparte-

S. Nishida

ninta al estonteco. Ja tio ĉi estas 

ankaŭ kreita per nia longa kaj 

praktika uzado, senĉese adaptigite 

al nia reala bezono.)

Ni havos longan citon.

<€ Esperanto estas lingvo vivanta, 
kies evoluo dependas de certaj 

bezonoj, de certa kulturo kaj teknik- 

nivelo, kiun atingis la Esperantistaro. 
Tiuj bezonoj, tiu nivelo senĉese 

ŝanĝiĝas. Konforme eal tio en Espe

ranto ni observas senĉesan evoluon 

kaj senĉesajn ŝanĝojn

"La regulojn de Esperanto-grama- 

tiko ankaŭ plipreciziĝas dum tiu 

tempo. La Fundamenta gramatiko, 

ekzemple, enhavis neniun regulon pri 

la uzado de ' si' kaj ' sia

"Komence tiuj formoj estas uzataj 

sufiĉe sensisteme kaj okaze・ Nun 

kun paso de tempo praktike fiksiĝas 

certaj reguloj, difinantaj uzon de 

tiuj formoj."

Tiuj ĉi vortoj si, sin kaj sia deko

mence ne havis certajn regulojn 

difinantaj n ilian uzadon. Ili poste 

oli kaj pli fiksiĝis al ili. Ili plipre- 

ciziĝis per la uzado de la lingvo. 

Ekzemple. " Sub arbo, sub verda ni 

sidis, tenante sin koro ĉe koro： En 
Fundamenta Krestomatio jam estis 

korektita tiu ĉi teksto — "nin."

Kaj " sin ‘‘ en sindona kaj '' sia " 
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en siatempe jam fariĝis la tradicio 

de Esperanta lingvuzo. (Ni memoru 

la vortojn de Zamenhof, kiu bone 

nin instruas, u Gvidi min per teoriaj 

postuloj gramatikaj en tiu ĉi okazo 
ni ne povas …)

Kiel ni klare komprenas, la pro* 

nomo refleksiva de la komenco de 

sia ekzisto ne estis uzata laŭ la 

decido aŭ postulo de teorio aŭ 

ia difino teoria. Kon traus per la 

multa praktikado de Esperantistaro 

ĝia uzformo estas kre ita kaj plipre- 

cizigita. Per la lingvuzado iom post 

iom ĝi akceptis decidon pli difinitan. 

Gi pasis laŭ la linio de disvolviĝo 

de Esperanto, kion kaŭzis Esperanto- 

uzantaro. Nature por la pronomo 

:sufiĉe sensisteme uzita ni ne povas 

postuli la plenumon de severa ordono 

de teorio. Prefere al tio, ni devas 

ĉiam kreadi per la praktika uzado 

ĝian pliprecizi^让an formon.
Ni respekte klinu la kapon antaŭ 

la parolo de Zamenhof.

"Nia lingvo mem konstante pli 
riĉiĝas kaj elastiĝas. Iom post iom 

konstante aperas novaj vortoj kaj 

formoj, unuj fortikigas, aliaj ĉesas 

esti uzataj< しio fariĝas kviete, sen
skue kaj eĉ nerimarkeble/

Cio evoluas kaj estas en tia pro- 

ceso. Kaj "la evoluado de la lingvo 
fariĝos plej kredeble nur per tiu 

sama natura vojo, per kiu ĝi fariĝis 
■en ĉiu alia lingvo." Esperanto ja 
havas la naturan iradon.

La Esperanto-uzantaro ne ĉiam 

konsciis la malfacilan difinon pri la 

problemo de la pTonomo refleksiva 

en sia lingvuzadon nek staris sur la 

alta teoria grundo. Nur ilia uzado 

alportis la "ellaboradon de la lingvo.0 

Nur per ilia krea uzado Esperanto 

fariĝis nuna pli perfekta formo. 

Precipe por la pronomo refleksiva la 

vortoj supre skribitaj kaj cititaj bone 
konformiĝas. Pri la problemo, kiu 

estas pli ĝusta, "sia" au "ŝiaM kaj 

c. ni povas nur diri, ke ambaŭ estas 

egale bonaj. Ce la stadio je kiu 

disvolviĝis Esperanto, ambaŭ estas 
egale neeviteblaj. Nenie troviĝis 

detala regulo difinanta la uzadon de 

tiu pronomo. Kaj oni ne povas ĝin 

antaŭdifini, antaŭirante la evoluon 

de Esperanto. Kontraŭe Esperanto- 

uzantaro devis kolektive kreadi aŭ 

pliprecizigi la formon de ĝia uzado 

laŭ la bezono. Ni bone komprenas, 

ke la lingvo ne evoluis laŭ la ordono 
aŭ gvida vorto de teorio kaj ia ajn 

difino. Estas tute male. Pri tio ĉi 
bone nin instruis Zamenhof, modesta 

kaj praktikema fondinto de la funda

mento de Esperanto, kiu nur donis 

al ni la fundamenton kaj komisiis 

al tuta Esperantistaro ĝian kreadon 

pli perfektan, deklarante, ke Espe
ranto estas nenies propraĵo.

Paralela aŭ neevitebla tia uzado 
de "sia'' aŭ 44ŝia M kaj c. povas esti 

permesata en la stadio de ĝia evo

lucio kiu dependas de certaj bezonoj 

kaj teknik-nivelo, kiun atingis Espe・ 

rantistaro. De la alta estrado de 
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teorio aŭ difino ni ne povas diri de 
supre, ke tiu estas erara kaj alia 
estas ĝusta. Sen ia maloportuneco 
ni povas lasi al ambaŭ formoj la 
vivon kaj atendi, ke la komuna 
uzado iom post iom donos pli 
grandan forton al unu formo kaj 
faros alian plu ne uzata arkaika. 
Do, kiu formo estas pli ĝusta inter 
ambaŭ ? Tion ĉi ja decidos la prak
tika lingvuzo de tuta Esperantistaro, 

sed ne abstrakta teorio aŭ difino, 
kiu eĉ malatentas lingvajn senton, 
kutimon kaj tradicion- Tie ĉi estas 
nenia antinomio de tiel dirata venko, 
malcedo au cedo, malvenko de teorio 
aŭ praktiko. Kiel en ĉiu alia lingvo 
tiu ĉi duba problemo ja estas nature 
decidata per la sankcio de la uzado. 
La lingvo ja prenas la naturan iradon.

Zamenhof diras, " Unu el Ia plej 
ĉefaj taskoj de niaj verkistoj devas 
esti la ellaborado de la lingvo： Ni 
ĉerpu la instruon el tiu frazo pri la 
problemo de " sia ‘‘ kaj u ŝia'' kaj c. 
Ellaborado de la lingvo neniam 
venas el la abstrakta teorio aŭ difino, 
kiu asertas ke tiu konkludo estas 
ĝusta kaj alia estas erara, starante 
ekster la praktika uzo postulata de 
la bezono de nia vivo.

En la propozicio en kiu estas uzata 
la verbo "lasi" oni trovas ambaŭ 
formojn, kiuj estas tiel nomataj laŭ
regula uzo kaj ne. Kion tio ĉi 
montras ? Tio ĉi bone pruvas ke 
unu ankoraŭ ne akiras al si stabile 
decidan lokon. Poste decidiĝos, kiu 
estas normala. Nun ambaŭ estas 
egale normalaj. (Ni povas diri ke 
tiu aŭ alia estos normala aŭ ne

normala en tiu tempo kiam tiu aŭ 
alia estos elpuŝita kiel arkaikaĵo el 
-nia uzado.)

Nun ambaŭ formoj estas paralele 
uzataj. Ankaŭ tie ĉi nia krea laboro 
ne ĉesas ĝis tiu tempo kiam unu 
fariĝos definitiva en estonteco. Per 
la uzado unu ricevos decidan formon. 
Ni estu diskretaj!

Pri la propozicio ° Mi kaj mia 
amiko mortigis sian propran in- 
fanon." oni diras ke troviĝas netaŭga 
uzo de " sia ゝ Kaj nia kutimo bone 
praktikas per jenaj bonaj, " Mi mort
igis mian propran infanon kaj mia 
amiko mortigis sian propran in- 
fanon." Kiel tiuj ĉi realaj ekzemploj, 
Esperanto estas sur la proceso de 
senĉesa disvolviĝo gvidata ne de 
la pala aŭ atrepsia teorio au difino- 

Esperanto ne funkcias je la unue 
starigita teoria dekreto au difino 
dispepsia. Teorio havu sian bazon 
sur la praktiko kaj oni tiru difinon 
el tie. Nenie estas la cedo de teorio 
au praktiko, antinomio inter ili. 
Kontraŭe teorio riĉe naskiĝos kaj 
kreskos en kaj sur la praktiko, 
estante ĝia rezulto.

Esperanto ne estas tio perfektigita 
en nia mano, sed tio perfektigota 
per nia lingvopraktiko. Paralela 
uzado de " sia ” kaj u ŝia " kaj a. ne 
estas danĝera por la lingvo, ĉar ‘‘ En 
lingvo estas konvencia interhoma 
interkomprenilo. Kaj ĉiu lingvo 
povas funkcii nur dame al tiu kon
vencio, starigita de praktiko kaj 
tradicio. Praktiko kaj tradicio de 
Esperanto-uzo starigas tiujn konven- 
ciajn regulojn …
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Kaj oni povas serĉi kaj postsekvi 

tiujn vojojn, sed ĝeni …per iu teorio 

ne reala oni absolute ne povas."

Oni ne povas de supre trudi al tiu 

aŭ alia uzformo de Esperanto sian 
teorion, precipe tian teorion, kia estas 

pretendema ke tiu aŭ alia estas 

ĝusta aŭ erara. Ni ne estu emaj 

forgesi, ke 'la lingvo, estante instru

mento en la manoj (aŭ pli verdire 
en la buŝoj) de multaj, konstante 

adaptiĝas al certaj praktikaj bezonoj 

kaj ne ĉiam povas sekvi iujn, teorie 

por ĝi fiksataj n leĝojn.**

Ni ree povas diri pri la problemo 

de la pronomo refleksiva " finan 

verdikton, difinitan elekton kaj 

akcepton de taŭgaj lingvoformoj 

faros la praktiko kaj lingvo-uzantoj/^ 

Estas necese, ke ni sciu,"la lingvo- 

uzo postulas aplikon de praktike 

elasta logiko, sed neniel de iu 
abstrakta logiko：

Tion ĉi ni povas diri ankaŭ pri la 

propozicio kiu enhavas la verbon 

"nomi. Se plejmulto uzas la formon 

de " sia/' tio jam fariĝas nia kutimo 

kaj fiksiĝos kiel tradicio en la ling- 
vuzado.

En la komenco estis ago.—laŭ la 
vortoj de Goethe.

Malgraŭ tio ni aŭdas la vortojn, 

氛logike rezoni de la komenco ĝis la 

fino. Tiu ĉi premio mem jam estas 

erara kaj tia faro konsekvence kon- 
dukos al abstrakta kaj absoluta 

logiko au teorio malatentema je la 

praktiko. Tian aferon nur povas 

fari absoluta teoriisto ludanta kun la 

teorio. Tia neniom koncernus al 

Ia realaĵo. Forte rigardi la aferon 

de supre de la punkto de la teoria 
vidado!

Antaŭ ni staras la propozicio u li 

nomis lin sklavo de sia edzino." La 

senco de vorto kaj frazo estas precize 
decidata ne de ĝi mem, sed de la 

tuta kunteksto, en kiu ĝi troviĝas. 
Kaj la kunteksto rilatas al la realaĵo. 

Cion oni bone komprenas kun la 

rilato al ĝi, kiu igis la parolanton 

bezoni tiun au alian vorton kaj 

frazon. En la mondo nenie estas 

izolita vorto aŭ frazo krom tiu en 
fantazio. Ĉio koncernas la realaĵo n.

Ja la viva nta lingvo iras la naturan 

vojon, kiel bone diris modesta 
Zamenhof. Li diras, " Ekzistas en 

nia afero demandoj, kiuj, povas esti 

solvataj ne de iu aparta persono, ne 

de iu aparta nacia ascio, ne de iu 

aparta institucio, sed nur de la tuta 

Esperantistaro."
Ĉio supre skrib辻a—la problemo 

de la pronomo refleksiva—ankaŭ 

apartenas al la kolektivisma afero 
dirita de li.

Oni ne diagnozu la problemoj n per 
unu difino, ĉiam mezurante per ĝi 

kiel metro de panaceo, por ĉiuj 

okazoj, kiuj ne montras, ke ĝi estas 

tauga por ili aŭ ne.

Ni estas feliĉa, se tiu ĉi artikolo 

helpos por la metodo per kiu oni 

konsideras la problemon de la pro

nomo refleksiva.
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檢 察 官
Zamenhof 課 しa Revizoro 一あの註譯

K. Ossaka.

Ĥlestakov per voco tute ne decida 

kaj ne laŭta, tre proksima al petado.— 

Malsupren, en la manĝejon ・..tie 
diru ・・・,ke oni donu al mi tagmanĝi.

Osip—Nu, ne, mi eĉ iri ne volas.

Ĥlestakov.-Kiel vi kuraĝas, mal

saĝulo ?

Osip—Nu tiel;tute egale, se mi 

eĉ iros, nenio el tio ĉi estos. La 

mastro diris, ke li plu ne donos 

tagmanĝi. .

Ĥlestakov.—Kiel li povas permesi 
al si ne doni ? Jen ankaŭ sensencaĵo!

Ĥlestakov (甚だキッパリせぬ低いむ 

しろ賴むと云った様な聲で)。ーー丁の食 

堂へな•••・食堂へ行ったら云ってくれ 

••••おれに食事をさせてくれとな。

Osip.------いや眞つ平,行くだけでも

(eĉ iri)いやでさ(ne volas).

Ĥ.——よくもそんな事が云へる(Kiel 

vi kuraĝas?), M鹿野郞〇

〇.---- へえ;行ったっても(se... eĉ)
同じこってさ(tute egale),何にもな!) 

ませんや(nenio el tio ĉi estos).亭主 

の奴もう食事はやらんと申しやした。

Ĥ,ーーやらんなんて勝手な事が出事 

るかい(Kiel li povas permesi al si?) 
こいつもくだらん!

Doni al iu manĝi. 金はせてやる〇

Venis al ŝi malriĉa virino, kiu petis ŝin, ke 

ĉi donu al ŝi trinki. (F 17) 貧しい女がやっ 

て來てどうぞ水をのませ下さいと云った。

Permesi al si ~i=kuraĝi ~i

自ら自身に~することを許す=勝手に~す 

る。

Kiel vi permesis al vi (=kuraĝis) dissigeli 

lu leteron ?何だって手紙の封を切り居った 

か(勝手なまねをするな;)。

Laŭ la ĝisnuna moro mi permesas al mi 

saluti la gaston en la nomo de nia grupo. 

在來の習慣に從ひまして勝乎ながら私が會を 

代表して來客に御挨拶いたします。

Tute gca!e, “e vi mem tion ne faris.貴樣 

がしたのでなくてもしたのでもどっち道同じ 

ちゃ。

Antaŭ longa, longa tempo—他忆 egale kiam； 

kaj kie en A ngi ujo—estis varmega batalo (BV 

め・昔々——時は何時・處は何處でもかまは 

ぬ兎に角英國に一激戰があった。

[sen^senc^jo下らぬ(無意義なĴ),馬鹿げた 

bagatela下らぬC戯大でない),つまらぬ, 
I些細な。

Ĥlestakov.—Nu, kio ?

Osip.—Oni alportas la tagmanĝon. 

Ĥ. af)latcdas kaj saltetas sur la sego. 

—Oni portas! oni portas! oni portas!

Servatno kun teleroj kaj telertuko.一 

La mastro donas jam la lastan fojon.
Ĥ.—Nu, la mastro, la mastro ... Mi 

ridas pri via mastro! Kio tie estas?

S.—Supo kaj rostaio.
Ĥ —Kiel, nur du manĝoj ?

S.—Nur du.
Ĥ.—Jen, kia absurdaĵo! Mi tiorr 

ĉi ne akcepta s. Vi diru al li: kio tio 

ĉi efektive estas !・・・ Estas tro mal
multe ・

S.—Ne, la mastro diras, ke estas 
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ankoraŭ tro multe.
Ĥ.——え,何だい。

〇——晝食を持って來やした。

宜.(手を拍ち椅子の上で雀躍する) 

——持って來る，持って來る,持って來 

る〇

ボーイ(皿とナプキンを持って)—旦 

那が差匕げるのはこれ限りだとの事で 

す。

Ĥ.——ウン,旦那,旦公，花より旦公 

だ。何があるんだね。

ボーイ-----スープとローストです。

Ĥ.——何だって，二品だけかい。・ 

ボーイ---- 二品だけです。

Ĥ.——何だけしからん!そんなもの 

はいらん。亭主孑云へ『何ぢや全體 

(efektive實際に)'これは』と…•少な過 

ぎる。 ,

ボーイ——いゝえ,旦那はこれでも 

(ankoraŭ)多すぎると巾しますので〇

la mastro, la mastro ・.・ Mi ridas pri via 

mastro !「主人,主人，アハヽヽ主人がおかし 

いや』とうれしまぎれに叫んだる也。

Hlestakov. — Kaj saŭcon, kial ne 

estas ?
Servanto.一Saŭcon ni ne havas.
Ĥ.—Kial do vi ne havas ? Mi mem 

vidis, pasante preter la kuirejo, tie 

multe estis kurata. Kaj en la man
ĝoĉambro hodiaŭ matene du iaj mal

longaj homoj manĝis salmon kaj 

ankoraŭ multe da alia.

S.— Nu, cetere, ni havas kaj tamen 

ne havas.
Ĥ.—Kiel vi ne havas ?

S.—Nu, simple, ni ne havas.
Ĥ.——でソースは,何故ないんだ。

ボーイ---- ソースはありません〇

Ĥ.——何だって無いんだ。克所のわき 

を通って見たぜ,臺所では色々料理して 

ゐたぜ。食堂では今朝誰か知らんがせい 

の低い奴が二人鮭を食ってたぜ,それか 

らまだ色々とな。

ボーイ---- へえ，それに(cetere)ある

のはあるんですが矢張りないのはないん 

で。

Ĥ.——どうしてないんだ。

ボーイ——へえ,どうしてもこうしても 

ない仁ヾ(simple)ないんで〇

Saŭco :料理に味をそへる料理汁 色々な調 

理法あり H本の安西洋料理店で出すビンづ 

めの黑いソースは angla saŭcoと云ふ,これ 

は上等料理では出さないゝ

Salmo :日本人は鯛など赤い魚を好み輪, 

鮭,鶴など靑い魚は下等とするが・西洋人は 

鯛などは いやしみ skombro, salmo, sardino 

などを珍重するc

(certe たしかに
ヽcetere それに,おまけに

Ĥ.--Vi, porkido abomena ・・・ Kial 

do ili manĝas kaj mi ne manĝas ? 
Kial do, diablo vin preti n, mi ne 
povas ankaŭ ? Cu ili ne estas tiaj 
samaj vojaĝantoj kiel mi ?

S.—Kompreneble, ne tiaj.
Ĥ.—Kiaj do?
S—Ordinaraj, kiel oni devas! ili— 

konata afero—ili pagas monon.
Ĥ,ーー此のいやらしい豚ツ子野郞め 

••••全體どうして奴等が食っておれが食 

へぬ?全體，この極道め(diablo vin 
prenu), isれも食;へないのだ〇奴等はお 

れと同様な旅行者だろうが。

ボーイ——勿論そうではあリません。

Ĥ.——そんなら何者だ。

ボーイーー當々然々普通の方で,わか 

った事ですがあの方だちはお金をお拂ひ 

です。
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Parola Metodo の話（2）

今迄の外國語は學問の爲のiloである 

様に考へられてゐた。然し今後の外國語 

は——こゝでは國際語のことだが——吾 

々の或際生活のiloであると考へられな 

ければならない。それだから今迄の外國 

語は非常に局面的にそして非常に學間的 

に取扱はれてゐたのであって言語に對す 

る見方が分析的過ぎて却って書語の木質 

的な部分を等閑に附してゐ仁觀がある。 

然しこれは言語の利用が局部的な知識階 

級に限られ、それ等の人々を目的とし汇 

場介には當然な方法であって不思議なこ 

とではない。その様な方法に依っては言 

語に對して書齋的知識を仃する若こそ作 

られようがゝ言語を實生活に活用する樣 

な者は作られない。結局分析的な方法か 

らは言語の生命は捕へられないのであ 

る。今後國際語を大衆のものにし、その 

實生活のiloとして行く爲には个迄の様 

ゝ分析的な學問的な力法ではその目的は 

逹せられない。もっと綜合的な、實感的 

な力法に依って言語そのものゝ中に突き 

進んで學習肾自らその內に言語を感得す 

る様な方法でなくてはならない。吾々は 

知識として與へ、如識として受けなけれ 

ば木當の了解が得られない樣に考へるけ 

れども、それは吾々がその様な方法で敎 

へられて來た習慣的な考へ方であってヽ 

結局如識として與へられ了二ものは知識と 

してより役に立たないのである。吾々が 

必耍とするのは言語を知ってゐることで 

はなく、言語を了解し言語を用ひること 

である。それ故その目的から言へば、知 

識として敎へることのみが言語を敎へる

岩下順太郞

唯一の方法でないどころか却って實際の 

言語といふものに對する本質的な了解を 

妨げる場合が隨分多い。吾々の目的は決 

足してゐるのであって、要するにその目 

的に達すればよいのである。知識的敎授 

法の形式で敎へられなくとも、その結果 

が敎へようとする事俩に一致して來れば 

よいので、若し學習者•自ら幾多の練習の 

結果总識的なり無意識的なりに一般に通 

ずる様な方則を發見或;は感得するならば 

更によい爭である。言語の習得の程度は 

個々の場合に於て實際に感じられた感じ 

そのものゝ集積なのである。敎へること 

も重耍ではあるが、悟らせることは更に 

重耍である。言滸の中でむづかしい部分 

は說明し敎へ得るよりも唯感じさせるよ 

り外ない部分である。結局言語は如何に 

して習得され得べきかを敎へなけれぱな 

らない。

そこで吾々は先づ第一に言語の習得は 

學問ではない、歌を歌ったり繪を畫いた 

りする様なゝ言はヾ技術にタトならないと 

いふ事を明確にしておかなくてはならな 

い。言語を學冏として取扱ふのは持殊な 

人間の仕事であり、乂それが必耍である 

場合には最後に敎へられゝばよいのであ 

る。語學といふ様な名稱は往々言語の習 

得を一種の學問の様な考へ方に導くので 

あるが、それは言語は紙の上にある様な 

見方でヽその樣な言語は大衆のものには 

なりにくい。言語は唇の上になくてはな 

らない。そして生活の中になくてはなら 

ない。それで始めて言語が大衆のものに 

もなリゝ乂言語敦授の正しい順序ともな 
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るのである〇吾々の頭の中には言語を舉 

問的に取扱はうとする傾向が强すぎる樣 

である。それは一而には全く語系の異っ 

た言語を學ぶのだから首肯・出來ることで 

はあるが、これでは實用的な言・語を大衆 

に與へて行くことは出來ない。言語を日 

常生活に引き下し、より實感的に敎へる 

ことに依って言語は本當に習得されるの 

である。言語の習得は學問ではなく、吾 

々の言語器官の新しい訓練に外ならない 

のである〇 Parola metodoは學問的な 

今迄の敎授法に對してこの種の訓練に更 

に大きい注意を向ける方法である。

言語は音の上に立つ

吾々の思想偉逹の方法は强ら所誚言語 

のみには限らない。表情、于眞似、身振 

りゝ繪畫、その他。實際に吾々が話す場 

合には軍に言語のみでなしに全く無意識 

ではあるが、いろいろな運動が件って來 

る。卽ち吾々は唯口のみで話してゐるの 

ではない。身證全體が話してゐるのであ 

る。「今日は」「さよなら」「有難う」等と 

いふ言葉は必然的に頭の蓮動を伴って來 

る。實際の言語は單に言葉のみでなく非 

常に綜合的なものであることを知ること 

は?arola metodoを了解する上にも必 

要なことである。然しそれ等は第二次的 

なものであって、吾々が言語として取扱 

ふのは口から耳への音の言語である。

胃語は音の上に立ってめるのであって 

音と切離しては考へられない。文字は音 

に對しては常に從阈的關係に立つもので 

あるから言語の最も本質的な基礎白勺な部 

は常に昔との關係の中にあると言へる。 

それ故^:受法に於ても言語そのものゝ本 

質に深く入らうとすれば/るだけ音を餘 

計に取扱はざるを得なくなる。それ故文 

法譯债主義の敎授法から會話セ義の敎授 

法に轉向しようとする機運は言語の木賀 

に向って一步を進めたことになる。

然し未だ吾々の外國語習得の日的は知】 

識の吸八攵であって、本を讀かことが目的 

であるから、それに適する敎授法がよい 

と考へる人もある。現在に於て讀む機符 

が話す機會より多い、文字に觸れる機會 

が音に觸れる機會より多いヽそしてその 

方に吾々にとってより重要性があるとい 

ふ考へ方はそれ自身では正しいのである 

力'、文字といふものが常に音の基礎の上 

に立ってゐて、音の記錄に過ぎないとい 

ふことを忘れて文字を直接の硏究對象に 

することは誤りである。何故ならば充分 

な基礎的な訓練を缺いてその匕に堅固な 

敎育があ!）得ないからである〇 一見進步 

は早い樣に見えるが基礎のないところに 

發展は有!）得ない。或る特殊な事情の下 

にさういふ事は好いがヽ一般に敎授法又 

は學習法として論ぜられる場合I-は意味 

のない事である。例へば讀書の場合を取 

って考へて見てもゝその速度は文字を音 

化して行く速度とその音の內容である意 

義を頭の中に反映して行く速度に依って 

決定されるのである。（こゝでは內容の 

難易は問題とならない。）かうして炖る 

とー見非常に視覺的に見える讀書もその 

中にも非常に聽覺的耍索が入ってゐるこ 

とが判る。それ故讀警の速度に關しても 

聽覺の廿語的訓練を前提としないでは充 

分の結果を擧げるは不可能なのである。

この樣に文字が言語に對する關係が平 

面的、記錄的であるに比べて音が言語に 

對する關係は立麗的、本質的なものであ 

る。それ故言語に對して最も深いkono 
を與へる爲には敎授法もどうしても音を 

屮尤、にして言話fを耳乂扱ひヽそこに/匸きた 

冇機體としての言語の趣々な働きを大き 
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い感じとして與へねばならない。結局音 

を中心にし、基礎としてその上に次第に 

他の言語訓練を與へて行って言語の種々 

な分科を習得させ其基礎の上に知識とし 

てそれ等をまとめ樣とするのがParola 

metodoの立場である。だからParola 

metodoは決して音以外の訓練を度外視 

するものでなく・却て音の上に立ちヽ之 

と右機的關係に立って始めて他の訓練が 

より實質的な効果を擧げ得るとの見方か 

らヽそれ等の訓練の外形的な方法と順序 

と护他のmetodoと異るといふに過ぎ 

ないのである。

音の販扱方

實際に話される音は決して孤立した形 

に於ては表れて來ない。孤立した音を取 

扱ふのは硏究の便宜上分解した迄であっ 

て實際には連紹した音としてのみ表れて 

來る。それ故言語敎授の上の對象となる 

音は他の成分と結合して冇機的な關係の 

中にある音である。何故ならば個々の音 

がそれぞれ完全に發音されたとしても 

（それも非常に重耍なことであるが）他 

の音と結付いて…連の音を成す場合には 

種々な修正をうけるものであって、その 

時の音の正しいkvalit 〇を知る事がー解 

大切である。孤立の場介の音は高低、强 

弱、速度などは問題にならぬが結介され 

汇場介には非常に重要な問題になる。音 

は明瞭に發音されるのがよいが、餘りに 

明瞭を要求する時には却って不自然にな 

る。不明瞭になることが自然の場介には 

自然に從はねばならない。速度について 

も普通の速度が標準になる。耍+るに 

Parola metodoの音は孤立し仁音では 

なくヽ連續した音が普通の速度で話され 

る最も自然な音を對•象として訓組,される 

のである。

音は乂常に意義を裏に持ってゐる。一 

つの文章が讀艾れる場介にはヽ自然に晋 

の强弱、高低、抑揚、休II、緩急と言ふ 

樣なことが起って來る。これ等は文章の 

構造、意義を必然的に反映して起って來 

る。讀み方が變った爲に意義を不明瞭に 

する場介もあり乂構文の變化に依って讚 

み方の變る場介もある。外形I:は孤立し 

仁語もヽ話者の頭の中にある文章成分と 

の關係は口然にその語の音に影製を及し 

て來る。その様なわけで音に對・するde

likateco を養って行くことはそれ自身構 

文匕の問題に觸れて行くことにもなり、 

又意義の問題をも無意識に取扱って行く 

ことになる。決して音はそれ等と切離れ 

て存在することは出來ず又さうしてはい 

けないのである。さういふ點に於て音が 

音語に對する關係は實に直接的であり多 

而的である。文字は音に對しては丁度平 

而的な影の様なものに過ぎない。唯文字 

は言語を口に見えるものにするから理屈 

として說明し易い様に見えるが、それだ 

け生きた言語の實感からは遠くなるので 

ある。本を自然な調子で判りよく讀んで 

聞かすことはなかなかむづかしいことで 

ある。まして講習生が自然な調子で敎科 

書を讀む事は難中の難事である。音で與 

へられることは讀書から文字を音化する 

勞を省き、その上に音に伴ふ種々な感情 

を以て迫って來る。それだけ文字よbも 

實感的な耍索が多いわけである。この實 

感はやがて讀書を容易にする準備であり 

言語をより深く感得することになる。 

Parola metodoの敎材が普通のものに 

比べて著しくやさしく見えるのは敎材の 

取扱ふ內容が著しく基礎的で深く.廣く且 

つ學習备自らに感得させる部分が人きい 

のであって決してよリ內容の少い材料を 

與へてゐるのではない。
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迷 想

1.小 數 點

小數點のことを、私等が小學校にゐた時分 

は・『コンマ』『ポイント』乂は單にな 
どゝ色々に呼ぶ先生があったが、『ポイント』 

と云，、先生はあまりなく、多くが、Fコンマ』 

か［點ノで、1コンマ®又は一點の六など 

と呼んだものだった。中には乂、わざわざ長 

たらしく『小數點・・と云ひ.一小數點の六な 

んて云ふ先生もあった位だ。ところで、この 
小數點のしるしはどうかと云ふと、殆んど例 

外なしに『・』が用ゐられてゐるがこれでは 
『コンマ』にはならない〇コンマと云ふのは恐 

らく英語のcom inaを訛ったものだらうが、 

英語では.一小數點ノヾなどゝ云ふ場合には• 

1.6と書いて、ene period sixとよむc然ら 

ばコンマと云ふのは何處から來たもめか?

イギリスやアメリカでは、小數點に『・』 

を用ゐ、大きな數は讚み好い樣に三桁づゝ切 

って.その切れ目每に『,』を置く。處が日 

本では數字の單位が西洋と異って、四桁づゝ 

進む樣になってゐるので.漢字で書く場合に 

は四桁宛に區切って、その切れ目に『.；を 

用ゐ.小數點としては、矢張りcommaでな 

くて『・二を用うるのが普通の様である。
これに反し、ドイツやフランスでは、小數 

點に了,』を用ゐ、三桁宛には普通何の印も 
つけない。つけても、英米とは反對に『・』 

を川ゐ、さもなければ.しるしをつけるイ弋り 

に間隔を直いて.數字を三桁づ、まとめて書 

く、乂時には365'63"008の樣に、上方に區 

切りのしるしを付すこともある。そして『・』 

は乘法のしるし.卽ち『X』の意味に使川す 

る!よって.〕2“,265.25は.英米流に讀めば 

十二篦六千二百六十五點のー:五となるがゝ獨 

佛流では、百二十六點の二六五の二订・五倍と 

なり、途方もない違ひが出來る。

然らばEsp•はどちらを採用してゐるかと 

云ふと今の處仝く、まちまちで、各人各樣に. 

自分の御國風にやってゐる樣だ。例へば十二 
萬と云ふのに對してヽ英米人は:匕'〇,リou;獨 

佛人は:120000;123 000;120.00〇;そして 

イタリヤ人等は矢張り『•』を便ひ、!20.000 

等と書くのが普通。小數點についても同樣で 

komoとpunktoと兩力が用ゐられてゐるが 

實際上は、一般に萬以上の數を取扱ふことは

胡 ぬ
旅 riinj

Jfatuia- Kikunobu

少ないので•混雜する心配はまづない。しか 

し、E<p.としてはinternaciecoに從ふのが當 

然であらうから、小數點にはkonioを用ゐ、 

三桁づ、の藏切りには,punktoを用ゐる力、・ 

沢は何も用ゐない方の大隔式をとるべきと思 

ふ、H本でコンマと云はれるのも、恐らく英 

語が這入って來る以前、獨佛か和閹あたりの 

言語から傅はったのではあるまいか?

現在でも、數學者のなかには・小數點に對 
しkomoを用ゐ、punktoを乘法の意味に用 

ゐられる力がある。又・工業家などでも、ス 

イスあたりへ遊學された人は、この大陸式を 

用ゐる癇がある、

2. Nomografio

Nomografio? Monografioの誤りぢゃない力A 

って?どうしまして!小數點のついでにこQ 

數學關係の甲諮を御眼にかける。勿論普:通の 

字引にはないけれども、將來ますます使はれ 

るであらう點はFsp.とよく似てゐる英: 
NomographyĴ獨 佛:Nomogrnphie; 伊: 

Nomografiaで語原はお定りのgrcknj vortoj: 

geografio, aŭtografio, kaligrafio などの grafio 

（書く意）に「法則・を意味するnomosがついた 

もの。數學的の法則卽ち數式を圖式に表はす 

ことを硏究する應用數學の一分科ヽ譯して、 

圖表學.計缜圖表學などゝ呼ばれてゐる。 

煩雜な數式が、全然計算なしに解けるので・ 

臆用方面頗る弘く.主として工學、造兵學上 

に盛に用ゐられてきた。斯學の創始者とも稱 

すべき大家、Maurice d，Ocagne  うが

始めて與へた名稱である〇形がよくにてゐる 
ので、monografioやinonogranioと混同され 

易いヵヾ.nion 〇・ tま、monotona, monomtMii：!等 

で御なじみの如く、『單獨』を意味するPn 

fiksoで、nomo.とはまるでちがふっ

3・ frateto, fratego ?

弟のことを上く frateto,それに對*し、兄を 

fratego と云ふ japanaj esp.-istoj が頗る多い〇 

某地方で有名な "mideano である某先生Q 

如きも、盛にこのesprimojを御使ひになる。 

一體、兄弟を年齡によって別の呼び名であら 

はすのと、兄弟とか姉妹とか、單に性によっ 

てのみ岡別するのとは、色々な言語に於ける



習慣で、ヨー ロッパの大多數のlingvoj卽ち 

所謂インドヨー□ツパ系耗の言語では.どう 

も、年龄による區别をしないらしい。それで、 
『彼は私の兄で』など、紹介する場合にも、特 

に年長であることを力說はしないで、大抵は 

frutoに相當するesprimoをやる樣だ。この 

題は、「1本人などには、どうもビンとこない 

が、器慣がちがうので.仕方がない。然るに、 

H本人の作った.西洋語ろ學習書をみると・ 
大抵が兄弟姉妹に對して.elder (vounger), 

brother (sister); pli juna (pli maljuna 又は 

pli nga) fruto (fratino)などの單語を與へて 

わる。又西洋人も□本話その他の東洋話など 
のこの樣な vortoj に對して、vort-al-vorte 

の譯語を示す必要ある場合には・屁樣の方法 

による樣であるが、しかし.これらは、常に 

宓ずしもわれわれの兄弟姉妹をよく・表はし 

得るものでない。

例へば.私が末子で、兄が二人あるとすれ 

ば、この場合私のpli aĝa fratoは、長兄で、 

pli juna fratiは次兄のことになる。しかも 

f/atoの意昧は、かゝる場合の使用をも可能 

ならしめる。よって、正確に兄と弟とを相手 
K kompreni させるにはla f ato pli sĝn 

(jjuu) ol miとか、ol Zi autoroと か云はね 

ばならず頗る煩はしい。從って、多くの場合 
單にfrato 乂はfratinoで充分といふことに 

なる。

•etをつけらのは何もfratetoやfratineto 

に限った事でなくて、patretoだのkaruleto 

などと云ふ樣に、愛稱としてつけるのである。

それは、小さいものは可愛らしいと云ふ. 

東西共通の思想から出たもので、日本語で、 

小、兒、子、仔などが一樣にkoで示される 

のも同様の意味かも知れない〇そう云ふわけ 

だから、自分の兄弟、ことに年下の者を呼ぶ 
のにfrmeto (-ineto)と云ふのは、救しさを 

あらはす方法として、極めて當然のことであ 

る*しかし、fratoと云ふvortoそれ自身に 

は、日本語の弟の樣に・自分より年下である 

と云ふ适昧はないのだから、或は、弟が兄に 

對して、甘へて『にいちゃん』などゝ云ふ場 

合にfnteloが使はれるかも知れない。が.そ 

の反對に、兄や、妨をfratego,とかfratinego 

とかいふのはどうだらう?

阪程、接星辭 生 には、kortegoやpafilego 

等の樣に、radikoを强める以外に、少しちが 

った意昧をも含む事がちるが、それ等の單語 

に於ても、「度台の强大二と云ふ直昧が全くな 

い のではない。よって、fratigoと云ふ¢orto 

にも.矢張り誌根frafを強めると云ふ性質 

がある事になるが.兄には弟と云ふi(oが 

強められた意味があるのだらうか?どうも疑 

はしい樣に思はれる。大體.弟の方が兄よリ 

大きいなんて場合がむしろ皮肉な程多いcど 
うもEpとしては、兄と弟とを區別せねの 

・が、西洋語の習慣から普通らしい。日本人が 

他人の事を大兄と云ったり諸兄姉と云ったリ 

するのは、東洋人一流のĝ.ntikmaな性質か 

らで、これもgentila esprimoが癖で、兄を 

fratego (大=eg)と云ひたくなるのではない 

か?淺學察聞の私は、f-ategoを西洋人が用ゐ 

た例は知らないが.これも束洋人の朝鮮の 
samideanojが私信の中に使用せれたのを憶へ 

てゐる。日露戰爭の時、何とか云ふ軍曹だか・ 

曹長だかヾ支那の老人と筆慕したところよ大 

王何處よリ來る匸とやられて面喰ったと云ふ 

話がちる〇

K. Minor 課の Natan Ia saĝulo には、】:1、to 

だのkialiだの・plej?trangonだの其他珍な 

esprimajが澤山あるが、その中に、少なくと 

も二つのおかしい ゼgの使ひ方がちる。

一つはamikegoで、どうも克味がノ、ツキ 

9しないから原文 を見たらしieber, lieber 

卜reundとある〇卽ち、karega amikoの意ら 
しい〇

も一つは.leĝoにegをつけたもので. 

esplori la eteman LcGsm de 】'grandeco 

de V Cielo /' Laŭ legoj de honoro vanta ?一 

(P-136)これも原文と對照してみたら・•… 

das ewig Gczeiz der ITerrlichJxit des Ĵrune's 
nach den kleinen R.geln einer eiteln Ehr zu 

prŭfen ?とあるから eterna leĝo de gloro de 

1* ĉie!〇と云ふ樣な意味になるのでちらう。こ 

の二つのYgの使ひ方には.私も少なからず 

驚いたが.一Ŝ5やはこんな風に使はれるも 
のでせうか?

4. Oĉjo
Sufiksojの可とnjとは菁通のsu^ksojと 

異って、radikoの初めの方のsikhojだけに 

sufiksiされる場合が多い、そして、maikoに 

なる語も、普通は人名だが.patr'だけは『と 

うちゃん匚こかちちゃん』をちらはすものとし 

て、可成Ĥ以腕からpaĉjo,农びpanjoの形 

が使はれたらしい、それからedzinoに對し. 

てenj\ katinoに對してkanjoなんて云ふ 

のが稀には使はれたらI.いが、意昧がハッキ 

9しないからちんまりふやさない方が好から 
うなどゝn Kompleia Grumatiko °には出て 

〇 222へ績く j



213

和文エス譯添削

1)なんて變挺な問ひだらう。聞いて 

居る彼は橫を向いて笑ひ出すまいと口を 

かたくつむった。

なんて變挺な問ひだらう。はKia 

stranga demando (ĝi estas) ! がー 

番多かった〇括弧の中は書かない方が 

よい。感歎文であるからekkrisigno 
(!)を付ける方よろしからん。たとえ 

括弧の中を書くにしても@iは拔かすべ 

からず〇 卽ち Kia stranga demando 

estasと云ふのが多 少あったがヽeraro 

である〇變挺なはridinda, ekster
normala, absurda, eksterordinara, 
tikla, stulta等は當を得ないしヽまた穏 

當でなからう。此等の單語のenhavanta 

signifoはvortaroを參照して見るべ 

し〇 Kiel stranga demando !は具合惡 

し〇 Kie!は adverbo で kia は adjektivo 
なり 〇 Kia demando で Kiel demando 
ではない。何と變挺でなくて、何と云ふ 

問、なのであるから。聞いて居る彼はは 

La aŭdanta li がよろし〇 Li audinte 

ĝinは少し語勢が弱いヽ乂皆間いてしま 

ってから笑ひ出した樣に取れもするか 

ら〇 aŭskultanteと云ふ具合にauskulti 
を使ふのはびんと來ない。その理山はヽ 

-生懸命に聞いた者のみ笑ひ出したので 

ないから、自然耳に入った者さへおかし 

くて笑ふつもりだからaudiの方よろし 

からんc橫を向いては目をそらすの意味 

でなからうか? evitante lian rigardon. 

の意を入れたい〇 flanken turninte la 

vizaĝonも善いでせう〇二つを一諸にし 

て flanken turninte la vizaĝon por 

eviti lian rigardonも少し長いが上手

多廉尾 郞 

だと,思ふ〇 turnigante la vizaĝon は文 

法をもう少し硏究すべきだと思ふ。ante 
よリもinteの方がよからう。その理由 

は各人お考へを願ふ。门をかたくつむつ 

たは firme kunpremis la lipoj n力:甲孑 

からう〇 fikse 乂はdecidemeは少し當 

らない氣がする。fikseは固着的にで强 

いと云ふ意味もあらうが、何も笑ひ出し 

た彼にはかくせよとヽ誰も口をつむがし 

た意味ではなからう。悲しさうなる決比、 

の元にゝであるならばdecidemeもよ 

ろし。笑ひ出すまいとはpor ne (laŭte) 

ekridi は如何? por ke li ne ekridu 

も立派だが少し長い。peninte ne ridi 

はよいでせうが、前の部分でpeniして 

居る事が表れてはいまいか知ら。

Kia stranga demando! La aŭdanta 
li flanken turninte la vizaĝon (por 
eviti lian rigardon) firme kunpremis 
la lipoj n por ne (laŭte) ekridi.

2)僕は君の喜びを分けて貰ひたい 

し、又君の悲しみをも共に资ひたいな。

分けて普ふはdisdoniを使つ・た人が 

一番多かった。然し小上の耳には此單訝 

は少く共分けて貰ふ人力:二人以上は居る 

樣に聞えるが如何? partigiはdisdoni 

よりも善いでせう〇 duonigiが一番善い• 

でせう〇二人の間だから〇 'ないはvolas 

も結構。preferosは如何。翌びはgojo 

又はkomfortecoも考へ樣では善し〇進 

しみはmalgojoではあまり細工がなさ 

過ぎるからĉagreniĝoも善い。ĉagreno 

よりは ĉagreniĝo が preferinda です〇 

malfeliĉoは不幸で、心を傷める事を 

esprimiするには少しもの・ならず。をも 
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と云ふ意味はankaŭも善い力:ヽeĉはど 

うでせう 〇 vian ĝojon, ĉagreniĝon は 

vianを一つ儉約しませうね〇

Mi preferos partigi vian ĝojon (aŭ 

komfortecon), kaj duonigi kun vi eĉ 
ĉagreniĝo n.

3) 僕は恥しくて顏が眞赤に上氣した。

恥かしくてはpro hontoがよい〇 de 

hontoは恥と云ふ事(場處)からに出］える 

氣がする〇 pro la honto は tro fidela 

tradukoに思ふ〇顔が眞赤に1:氣した〇 

〔上氣した)は譯しても譯さなくても善い 

でせう 〇 tute ruĝiĝis je mia vizaĝo も 

よいが、今・ 一つebenecoがたらない氣 

がする。ruĝiĝis ĝis vertoは面白くて 

善い云ひ廻しである〇 Mi sentis ktp.は 

まどろっこい。文章が弱く成る。Mia 
vizaĝo tute ruĝiĝis ĝis orelo も 善い〇 

orelojと複數にしたのは考へすぎました 

.ね〇 ekflamisは熬情うつぼったる事を 

skiziするには適して居るでせうね。上 

氣した;にはkapturniĝisは?とても念: 

しくてkapturniĝiは結構だが〇 vapor

iĝis は善いかもしれないヽぼ つとする 

意味には〇 varmigisはへただ〇

Mi tute ruĝiĝis pro honto.

(aŭ; La sango supreniĝis al mia 
vizaĝo pro hont〇.

4) 此ちら側から行けば何も怖くはな 

，いではないか〇

此ちら侧から行けばの際tra tiu Ĉi 
flankoはまだ一考を要する。de tiu ĉi 
flanko は大に善し〇 !ru preter tiu ĉi 

flankoは意味を成さす・〇行けばにiri, 

marsiなども善からう。乂全く此等の動 

詞を下記の如く用ひても、十分に行くと 

云ふ味が出るでせう。彳可も，怖くはない. 

nenion timindanなど多かった〇これも 

使ひ方で非常に立派である。danĝera !i 

怖がるの意味には成り申さす。teruroは 

現在怖く恐ろしいので、antausupozaな 

る恐梧iには適せない。でこないかには 

ĉu ne?が多かった〇これも善し〇 ne 

bezonasは文がだらける〇日本文に拘泥 

せずに、いっそ譯さずに置いたらばどう 

でせう。

(Se vi irus) de tiu ĉi flanko vi 
havas nenion por timi.

5)机に頰杖ついて「太总Eちゃんに何 

か事があったのかえ」と母は尋ねました。

頰杖っくは六つかしい様でした〇 

apogi la kapon sur la manoj は無難 

でせう 〇 teni sian kapon en la manoj 

も善いでせう〇上記の二つで、surかen 

かどっちがpli bona?小生は判斷に困 

るが、どちらでもよいでせう〇 kapoの 

代りにvango①や mentonoを多く i/ 

使ひでし■た。それもよし〇又vangoか 

vangojか、エス語では氣附かないが英 

語では單數ならば、片ひちつく意に考へ 

られて居る〇 manojとしてあるならば 

vangoを複數にしなくても兩ひちの意 

味;ニエス語ではなりませう。tro logi

kema でも困りますから〇 kubutoと云 

ふ單語を使った方は富森氏だけでした。 

此單語を使ふと面白く云へると思ふ。 

sur la brakoj, en la manoj などより 

うまく左へる〇下記の如し〇 Kubutapo- 
gante sin sur la tablo・ vango も 

mentonoも此で不必要になると思ふ。 

太郞ちゃんに何か事があつ•なの中で「に」 

は如何しませう〇 Ĉe, sur, je, pri, kun 
色々ありました。皆よく分りますし、う 

まく云ひ廻してあbましたヽがalはど 

うでせう?随分多い答案中alは三人し 

かお使ひでなかった。太郞ちゃんは
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Tarejoは耳に小生としては氣持よくな 

い。Taĉjoがよし〇 agrabla sonoでな 

いと惡い〇小生の事を友人連はTaraĉjo 

と呼ぶ〇心の底ではTaĉjoと呼べばよ 

いのに、と思ふ〇 agrabla sonecoがな 

いと闲る〇文章の最後はfiniga punkto 

或ひは匚?〕を書いてヽそれからferma 

citsignoをかく樣になさい〇 ではなく 

てです〇 乂 komoの次にmalferma 

citsignoです〇,"間違へない樣に〇

Sin apogante kubute sur la tablo la 

patrino demandis, '' Cu io okazis al 

Taĉjo ?ĵ,

6）古池や娃飛び込む水の音。

由來俳句と云ふ物はヽ飜譯すると、長 

たらしくなって、說明の樣になり面白味 

がなくなる。介厄なものだ。皆様のもヽ 

うまく譯されてるが、長きは五倍位の 

silabo-nombroがある〇韻をふまなくて 

も、poema ritmoは工夫して欲しい〇 

jambo, trokeoもよいが、しとやかで、 

餘韻があるのがよい。なる町く全體が短 

く、しかも原句のgustoを出來るだけ 

出す樣に務める〇 malfacilaなtasko 
だ。次に三つ割合うまいのを寫して見ま 

せう。

a） Malnova puto,
Rano ensaltas, jen plaŭd!

Sono de akvo. 中村田慫雄氏

b） Ĉirkaŭ lageto

regas Kvieto

Piaud ! En ĝin aa

rano ensaltis・ 東山四郞氏

c） Malnova laget〇・

Jen rano ensaltis.

Sono de V akvo.
福地誠一氏

a）はritmoの點少し見劣りする〇 jen 
plaud !は不必要、b）のplaud !も然 

り〇 b）は攻あまb poema reguloには 

めすぎてゝ少しebenecoとskizoが 

缺けて居る。c）は實にうまく出來て居 

る;短かくて鼠持よい。實は小主も二三 

年前此俳何を譯した。どうもうまく行か 

ないので此のkolonoを利用して天下の 

諸君にお尋ねした。幸ひにも此名譯に會 

って嬉しい。•

Malnova lageto;

Jen rano ensaltis・
Ĝuinda la plaudo!

當卩寺の小生の拙譯である。第一行、第 

ニ行が福地氏のそれと同じであるのも不 

思議だ。第三行目は確かに小生が貫け 

た。兜をぬぐ。（以上）

採酣わ100•點滿點です。全部の答案を 

此處に書き出す事は不可能ですから80貼 

以上だけに限りました。

94點Kihara氏、90點束山氏、88點 

中村田鶴雄氏、福地氏ヽ86點池山氏、84 

點黑澤氏、83點Yanagita氏ヽ81點Kit. 

Suz.氏、80點Hukaja氏、瀨頭氏、以 
下略。’・

「和文エス譯」（七月號）添削課題

（締切六月末）

1） 此處ではもう熱帶植物は殆ど無くなリ 

まして、溫帶植物が此れに代って繁茂して居 

ります。

2） どうもつまらない爭を云って御耳をけ 

がしましたC僕の云?った事をあまりお氣にお 

止めにならない様に。

3） 彼は二三步驚いてあとすざリした。と 

たん彼は55の平均を失って仰向けに倒れた〇

4） 口に淚を浮べて、彼女はいつ迄も出て 

行く我が子を見送った。もしゃ此れが此世の 

別れではないかしら。

5） 驕る者は久しからず•たヾ春の世の夢 

と同じ。
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疑 應 答
(Lingvaj Respondoj)

A. Ossaka

◎紙上の储名は差支なきも投稿には必ず 

氏名住所明記のこと

◎小生個人宛i“按の御既問には出來るだ 

けはお答へしたいとは思へど何分文字通 

リ寸暇なき身、Fizike neeblaと云ふべ 

く分屋の多いものなどは數ヶ月遲延する 

こともあらん。御了承を乞ふ。

★二月號質疑應答瀾主なる國名中に 

Egiptoと云ふのがあリ圭すが『リング 

ヴィレスポンドイ』p. 28に『放初から 

今口迄私はEgiptoと云ふ名稱を國1:0 
意に用ひないで人民の意に用ひて來た. 

そして國I:の方はEgiptujoと呼ぶこと 

にした』とあり。從って前おは御考違ひ 

ではないでせうか。匚京都池田氏?]

〔答〕此の形は在來人によって用法が 

一定せず或人は人民名に,或人は阈名に 

用ひて居た〇然るに!922-I： Esperantista 

Akademioの決議では『國名』と上ミふこ 

とになった〇 （Oficiala Klasika Libro p. 

119） Akad.に忠ならんと欲すればZam. 
に孝ならずで迷ひましたがoficialaな雜 

誌の 解答としてはZara.のpersona 

preferoに從ふよりは公の最髙機關たる 

Akad.の方に從ふが穏當と考へ該表中 

には國名として揭げた。

★Sciiĝiはiĝがついて自動詞の樣です 

力:具の譯ぽ『知る』であり・乂多く・nを伴 

ふ,他動詞か。匚石川氏;]

匚答3 Esp.では目的格の語を伴って 

も必ずしも他動詞とは云へぬ。自動詞に 

も所謂前置詞省略の訂的格の語を件はせ 

得る故形だけで判斷出來ぬ。

La ĉevalo kuris la arbaron・

でarbaronなる目的格を有するから直 

ちにkuriは他動詞と斷ずることはよろ 

しくない。これは

La ĉevalo kuris al Ia arbaro.
のa!を省略した冃的格である故対!H 

意味の上からkuriは『自動詞』と考へ 

るべきであろう。同樣に

Mi sciiĝis tion.

も Mi sciiĝis pri tio.

のpriを省略したものと考へることヵ;出 

來るし,乂實際 Mi sciiĝis tionよ!）も 

Mi sciiĝis pri tioの方が多く普通に用 

ひられるのである故矢張sciiĝiは自動 

詞と考へる方が穩當である。

此の如く Esp.に於ては多くの動詞;： 

滋て所謂自，他動詞の區別をすることは

必要のないこととなる。他の國語では或 

る動詞は常に必す•目的格（獨逸語弄の第 

四格）を伴ふことを要求し（之を其國語 

では他亜詞と名づく）,或る動詞:よ必す・常 

に或る一定の前世詞を要求する習慣であ 

る。然るにEsp.では多くの動詞は其後 

に前进詞を置いてもよし,又省略して目 

的格の語を进いてもよいのであるから甚 

だ便利〇例へば英語で!aughは普通の 

笑ふ意なら必ずatを伴ひ

I laughed at him.

と云はねばならぬ（Ilaughed him out 
of •••など他動詞として用ふる時は別の 

总味となる）。然るにEsp.では

Mi ridis je li.

Mi ridis pro li.

Mi ridis pri li・

Mi ridis lin.（前置詞省略）
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などの何れをも用ひ得るゝ同様に

Mi rigardis al la ĉielo.=rigardis la 
& elon ・

Mi aŭskultis al li=aŭskultis lin.

Mi iris laŭ la vojo=iris la vojon. 

Mi kredas je Dio=kredas Dion. 

Mi obeas al la patro=la patron. 

Helpu al mi=min・
等何れの形を用ひてもよい。卽ち各國 

人に依て用ひらるゝ國際語として當然で 

あるがEsp.では或動詞は口的格、或動 

詞は必す•何前置詞を支配するなど云ふこ 

とに頤を用ひて覺えねばならぬ必要はな 

い。然しさうかと云って理屈に合はぬ前 

置詞は用ひてはならぬは勿論,又用ひる 

前!a詞で必然的（卽ち理論的）に意味介ひ 

が變ることもある:konsisti el ioj （何 

々よリ成る），konsisti en io （何々に在 

り）〇序乍らsciiとsciiĝiの區別:

scii （或ることを）知って『居る』（と云 

ふ『狀態』を示す）。

sciiĝi （知ってゐるsciiと云ふ狀態に 

移る,そのことに就てscioを得る『動 

作』を示す,【1本語では此の場合）知る〇

Cu vi scias tion ?（勿論 pri tio と 

云ってもよい〇 ion pri tioの略）〇

そのことを（その事に就て）知って居 

るか〇

Cu vi sciiĝis pri tio?（勿論 pri を 

略してtionとしてもよい）其事がわか 

りました（知るやうになっだ，聞いて知 

った）か。

★本誌三月號 p. 90 „ Zamenhofa lego

libro/* la nove eldonita el la Instituto, 

estas •••は La “Zamenhofa legolibro** 
（kiu estas） nove eldonita とすべきで 

はないでせうか。CKH zfeĵ
匚答〕勿論貴說の通り書いてもよいが 

本例は ^Zamenhofa legolibro/4 (kiu 

estas) la nove eldonita libro el・・・ の 

略と考へれば差支なし。

★Marta p.128 : ĝi estas inda apartan 

tutaĵon 及び estas inda pli bonan 
sorton/ p.146 : mi fariĝis inda vin! 
このやうな使ひ方をする人は多數あり 

やヽrekomendindaなりや〇 [TT生3 

匚答]英語のenigmoに Why is an 

adjective like a drunken man ? Be

cause it cannot stand by itself.(形 

容詞とかけてよっばらひと解くヽ心はー 

人步さが出來ぬ)と,成程英語の形容詞 

はI am fond of itなどamとofの
兩介添でやっと立って居り,前置詞を介 

してkomplimentoを置くのが普通だA 

ら英語の考へ方，卽ち動詞以外の語が目 

的格を支配せぬとの立前で行けば變に見 

えるがEsp.には前进詞省略のE亍的格が 

ある故普通のこと。卽ち形容詞,名詞, 

副詞などの後にでも理屈が許せば,又わ 

かる場合には目的格の語を置く事が出來 

る（就中發動混成時の分詞形容詞の後な 

ど大手をふって片的格を置く）。卽ち其 

語が動詞的の意味を含む意に用ひられる 

場合，普通の前置詞省略の場合（數辰方 

向など)に於て然り:

Ĝi estas inda (= indas, meritas) 

vian specialan atento n.

Mi estis leganta (=legis ĝuste tiam) 

libron.〔分詞形容詞の場合3
La domo estas dek metroj n longa 

(=longa je 10 metroj).〔數壁の前进詞 

省略目的格〕

Koncerne t ion=al tio

La ideo de Kolumbo, ke „ devas 

ekzisti okcidenta vojo Hindujon (= 

al Hindujo).0 (FK 270)
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★Fund. Krestomatio, p.170: Nun ŝi 
forlasis lin kaj iris al la buduaro. Ŝi 

estiis haltigita sur la vojo de paro da 

kavaliro］.の譯〇〔石氏］

匚答J paro da=duo da=du.『今彼 

女は彼の許を去って部屋へ行った。途中 

で彼女は二人の紳士にひきとめられた』 

Buduaroは婦人の居室〇 kavaliroは昔 

の『騎上』であるが,上流淑女に對して 

『殿御,紳士』の意に用ひられる。 

★同書p.186: bulloの意〇匚同氏］

〔答3 Papoの谡する大勅書。今口で 

はbuleoの形が普通用ひられる。英語 

bull,佛語bulle,獨逸語Bulleである 

からbuloとしたい處であるがbui〇は 

旣に『球塊，團塊』の意ある故その當時 

bulloを用ひたのであらう。然しEsp. 

としては同子音を二つ重ねることは異式 

であるので之を避け其後buleo (獨逸語

のBulleは發音:ブレ)が用ひられて來

たのである〇 Fund. Krest.は發行古き 

もの故單語中にはなほ其當時形がきまら 

なかったものが用ひられてゐる。例へば 

pensio (p.156)が『寄宿舍』の意に用ひ 

られて居るが如き是である。今【Iでは 

pensio『年金よpensiono『寄宿舍』と區 

別して用ひられる。

★同書 p. 213: Serĉante ian daton en 

pasintaj centjaroj, ni devas meti 

atenton sur la lastan jaron de la cenb 

jaro, kiu, malgraŭ ke la nombro de 

la jaro estas dividebla je 4, nur tgm 

estas superjaro, kiam la nombro de 

la centjaro dividas sin je 4. Sekve la 

jarojn 1700, 1800 kaj 1900 ni devas 

kalkuli al la jaroj simplaj kaj ne al 

superjaroj, ĉar la nombroj 17,18 kaj

19 ne estas divideblaj je 4.の譯を〇

〔同氏:)

〔答〕過去の世紀の日附を搜す場合そ 

の世紀の最後の年(卽ち十九世紀なら 

1900年のこと)に注意せねばならぬ 

(meti atenton sur=atenti),その年は 

よしんば4で對り切れても(malgraii 

ke)世紀の數(例へば19世紀ならば19) 

が4で割り切れる(dividas sin)時にの 

み閏年である。從って1700,1800及 

1900年は平年とすべきで閏年とすべ 

(kalkuli al)きではない,何となれば17, 

18及19は4で割切れないからである。

CttĴ1888年は4で割り切れる故閏 

年である,1600年は00がつくが1600 

が4で割り切れ且つ16も4で割切れ 

るから閏年である。然るに!800年は 

1800は4で割b切れるが18は4で割 

り切れぬから平年である。尙ほ1900年 

は十九世紀な!)や二十世紀なりやは其の 

當時大に議淪があった。1年は第1世紀 

のla unua jaroであるから理論上二十 

世紀の第一年は1901年で,1900年は十 

九世紀のlastajare)でなければならぬ〇 

然し便宜上1900年は二十世紀と世間で 

きめた。然し本書の發行は1903年であ 

り,本稿は恐らく十九世紀中に書かれた 

ものであらうから1900年を十九世紀の 

la lasta jaroと考へてわるものと見ゆ〇

五月號重要正誤

頁 彌 行 誤 正

165 左 -6 とすると libroとすると

168 右 3 vikomprenu vi komprenu

169 左 19 plej bona plej bonan

170 左 2 kolumo kolono



日本Esp.運動の現狀についての觀察

その5： B釋書
(Observoj pri nuna stato de Japana Esp.-Movado. 5 :libro kun komentario)

註釋書の敎育的價値について私の意見 

を述べる.

註釋書のやりかたの種類についてわ 

I■對譯詳註双書第5篇:愛あるところ神 

あり——附錄:エスペラント硏究用書解 

題」に書いておいた.それらわ二大別さ 

れることができる.硏究的と敎育的と・ 

乙の著書なんかを言語學的に,Esperan

tologio 的に硏究した結果を註とするも 

の.ロ本でわ佐々城佑,岩下順太郎,馬 

場淸彥,高橋運の諸氏の乙硏究が進ん 

でくれば，こんな註釋書もでてくるにち 

がいない.がま仁一方，そうした高級な 

硏究の結果を通俗的にわかりやすく逆明 

する註,あるいわEsp.語法全體にわた 

って'初學皆を適當に率くためにする註 

がありうる.前者（硏究的）の必耍にっ 

いて疑をはさむ人わ抡そらく一人もある 

まい.ここで問題にするのわもちろん後 

着（敎育的）の敎育的價値である■

ある論者日く:「註釋書わ獨習者の自 

尊心を害する.すでに解答が與えられて 

あるから,それをさきに讀んでしまって 

自分の力で解釋をしてみようとする元氣 

を失わしめる.したがって，そんな本を 

持っていてわ勉强にならない.」.

Jes kaj ne !だ.Jes:とわ語學2）力 

のっくのわ多く復習よりも豫習にある・ 

自分の持っているあらゆる力をしぼり忙 

して,問題をとこうとする,その苦心に 

よって自分の考えかたがきたえられる・ 

それだのに，なんらっとめずに,解答を 

,讀んでしまってわ,なんにもならない■

K A WASAKI-NAOK AZU

Neとわ:しかし語學わ數學でない.單 

に公式だけでわ問題わとけない.簡單な 

初等;文法だけでいくら推理をしてみても 

複雜な文章の構造，單語の習慣的用法な 

どわ,わからないところがでてくるのわ 

當然である.そんな場合に,學校に行っ 

ている人わ（II本にわ正式の完全な學校 

わまだないが）》講習停に通っている人わ 

敎師に開くことができる.友人のある人 

わ,于二紙をだすことができる.しかしそ 

んな手段を持仁ない獨習者わ,そのさい 

どうすべきであろうか?それわ註釋書 

だ!註釋書よりほかに方法がない・

語學の硏究わ,その言葉が話されてい 

るsocioに入りこむのがもっともいし、. 

ついでわ敎師について學ぶのがいい.し 

かしそんな便宜を持たない獨窗者わすべ 

からくおういに註釋彗を善用すべきであ 

る.註釋わ自分のわからぬところを敎え 

てくれる場合もあり，自分で正しいと信 

じていたことを,誤だと直してくれる場 

合もある.この後者わ獨習者・にとってき 

わめて重大である.自尊心を重じるのな 

ら:第一に自分の力だけで考えてみよ・ 

硏究心があるなら:そのつぎに註^^を讚 

んでみて，自分に誤がないか，どうかを 

調べてみよ!

もちろん註釋なだとて,すべてを解決 

しわしないだろう•それわ敎師や,友人 

に質問し仁ところで,かならすしも滿足 

されないだろうごとくであろう・また敎 

師や友人のある人なら,註釋書を讀んで 

わヵ、らないところを彼等に質問したら, 

わかる場合もあろう.
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★綠葉集 伊井迂著、財團法人日本エスペラ 
ント學會發行.1932;13 X 19 cm.,126 p., 

papere biad;定價80錢ゝ送料4錢。

原作及獗鐸の詩集である。83編の原作詩と 

59編の俳句、和歌、今様、郝々逸、漢詩、特 

に页葉集等からの觥譯詩が收められてある。 

歌詞流麗、譯亦原意を十分に表はしてゐる點 

は驚嘆に價ひするが、此處に一つ遺憾な事は 

並記された原文に餘Ŭにも誤植とは見られぬ 

亟大な誤りの多い事である。或は著者に意見 

あり故意に斯くせられたのかも知れぬが、筆 

者の私かに考ふる處に依れば、恐らく氏は口 

頃記憶のまゝを不用意に記されたものと思 

ふ。其の粘果は二三・譯の上に迄も歪みを起 

す事となった。其の最も甚しきはP・83の後 

鳥羽上皇（此れも本書には後醍醐天皇と誤れ 

リ）の隱岐に於ける有名な御製「我こそは新 

島守よおきの海の荒き波風心して吹け」であ 

る。此の字餘リ「の」に含まれる限リ知れぬ 

哀愁に依リ古來幾多の人々が袂を絞ったので 

あるが.此の有名な御製を「おきの海」とし 
た其の結果は Maro de Okiに命ずる形とな 

り原意を去る事遠いものとなって仕舞った。 

此れに次ぐ重大な誤りは芭蕉の名句「閑かさ 

や」である。此れも本書では「靜けきや石に 

しみ入る蟬の聲」となってゐるのは返す返す 

も遺憾だ。俳句に於ては一字一句も疎かにす 

る事は出來ぬ。「用かさ」が「靜けさ」になり、 

「岩」が「不门に變ってよいと云ふものではな 

い。前者は增鏡「新島もり」後者は「奥の細 

道」にあり、何れも天下に有名なものである 

から此の誤りは極めて垂大である。今後古典 

の飜譯に當る人はぜひとも權威ある書數册の 

參照に依り萬全を期せられん事を希望する。 

其他の亟要な誤り。飮むべかるらし（飮むべ 

くあらし;）I）.!〇2跡なきが如厂跡なきごとし） 

p.104釋迦如來卽く金口） p.106〔此は校正 

の誤りなるべし〕音のさやけきくさ）p.108 

味宿は寢ずに（て）P1*2あひて（こ）すなゆ

めp.112慰めかねて（意遺りかね）p.116吾 

が持てCた：）るP- H6. 〔小野田〕

★FABLOJ DE EZOPO 小坂狷ニ著・財團法 

人日本エスペラント學會發行.1932； 13x19 

cta., 69 p., papere bind ;定價 25 錢、送料 2 錢 

本誌に連載されたものを書きなほし.其れ 

に新たな書下し數十篇を加へ.文法語法のと 

草語解のとの二段脚註を附したもので、簡素 

な中に要を得てゐる處流石は小坂先生の書だ 

けあって子に入ったものc原文全篇先生の書 

かれたものである處に大なる價値がある。初 

學者諸君に一本を薦める所以である。〔小野 
田:） • ：:序—花]

女新撰エス文手紙の書方 下村芳司著、財團 

法人【I本エスペラント邱會發行・1932;13x

18 cm., 368 p., tole bind ;定價1 |R] 20 錢、送

料S錢。 .

優れた書物を矢繼ぎ早に出される下村氏の 

努力には敬服する。日本に最近入門書、獨習 

書、飜譯物は數多く出版されるが・手紙に關 

する書物に至っては此れを以て嚥矢とする。 

案內・招待.誘引、見舞、祝賀・慰問等よリ 

依頼、註文・紹介・就職、履歷ん書き方に至 

る迄・全篇を二十三課に分ち.其め間幾多の 

模範文例を揷入し、さながらしetero-Enciko- 

lopedioの觀がある。然も各課とも興味深い 

物語リ風に書かれ.斯樣な書に兎角あり勝ち 

な無味乾燥さは露程も見出し得られず、谶者 

は最後の一頁迄息をもつかずに讀破し了るで 

あらう。書物と云ふものは如何に內容豐富で 

理論的に嚴密であらうとも人に讀まれねばー 

文の價値も無いものである。此の意味に於て 

今後、書物の敎疗的價値、及效率と云ふ事が 

科學的に硏究さるべきであらう。兎も角も此 

の書に依り內外の同志徐と心安らかに通信し 

得られる力を與へられたのである。〔小野田:）;

★ LA TEKSTO UNUA de proleta Esp-kurso. 

ポエウ圖書部發行.1931;13X19 cm., p. 4〇.. 

papere bind;定價 25 錢〇

フ・口エス講座のabstraktoと云った式のも. 

の。程度の上り方やゝ急ならざるやの感がな 

いでもないが・フ•口エス界に有名な某氏の篇 

であるだけに、先づフ•ロ仲間の講習用書とし- 

ては手頃で ある。〔小野山〕

★ ESPERANTO, de H. J. Bulthuis, eid. N. 

V. »Toh. Yken）a's — Nederlando, 1931;14x

19 cm.,112 p.; prez. f. 0.75.

四六版0112頁、印刷鮮明美麗.紙は滑か 

で上等.一見して上品な輕快なEsp.敎科書「
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である〇然し先づ遺憾なことは序文が半頁位 

しかなく尙それに和蘭希で書いてある事だ。 
編者Bulthuisは御承知の通りEsp文學界の 

雄であり且古くからしK-anoである。彼の母 

腰はオランダで現在もHaagに住んでをるら 

しい、主としてオランダ人の爲めに書いたの 

だらうが、特に亟要なこの本の副次題Hも和 

蘭話で書いてあってハッキリしないc之は徳 

川中末期にかけて杉田玄白等と一緖に生れ合 

はさなかった本記右•ばかりでなく、和蘭語に 

通じない世界のK p-tistoをして甚だしくイラ 

イラさせる。-・體編者が如何なる意圖で此の 

新らしいEsp.敎科書を作ったか判明しない 

では批抨もし惡いし、實際使用する上にも不 

都合だ。然し本書全舲を通じて見て云ひ得る 

ことは、之が文法に基礎をおいた半讀木、半 

文法書であるといふことである〇全髓を熒課 

に分ち、】1の】egsjoを配してをる。各課の 

末尾にその課に出て來た單語が可成多數選ば 

れて自國語乙譯語が與へられてある。•本書は 

文法の解說（文法書でない故诛い理論や艘系 

は全然ないが）は全般に亘っており、皆Esp. 

でなされ、例文が非常に豐富——この點は從 

來のものより優れてをる一である。

然し乍ら前置詞の課ーー三課に豆る一を 

見ると、その分類、解註が＜4Pleua Vortarov 

そっくりなのは未だよいとして.例文までそ 

れから根本を拜借して來てゐるのにはガッカ 

リする。本書はEsp.がある程度まで上逹し 

て文法を總復習的に勉强しようと望む人々に 

上述の如き諸點から手頃のものといへよう。 

め H 一 ’ . . （S, Okonogi）

★ RAKONTOJ POR GEKNABOJ, de Kalo 

Toscani, trad・ de R・ Castagnino, eid. de A. 
Paolet, S. Vito al Tagliamento, Ital., 1932; 

13x20 cm., 88 p. : prez. L・ 4 （取寄せ中？〇

Mia《rajto ......》.....kia povus esti la

signifo de tiu stranga vorto per kiu la viro 

levis la manon por forpreni unu vinberaron 

dlli, kiu sentis soifon, kaj al lia malsana 

fratineto.

所有者の「權利1が何であるかを疑ひ・そ 

の權利の、不正な行使に對する限りなき憤り 

を洩らしてゐながら、作者は、しかし、まだ 

階級的意識を持ってその不正の起源を探りち 

てようとは企ててゐない。彼は、われわれの 

私有財產制度の世界に.多くのいはれなき不 

正の行はれてゐる事實を知ってゐる。そして 

その不正を取り除く道.それはただ一つ.隣

人に對する愛のみである、ここに輯:められた 

ト編の童話を貫ぬく ・さうした一つの赭神が美 

しいstiloでesprirniしてある。譯は相當こ 

なされてゐるが.ややおもしろくないところ 

もすくなくないcたと へば、senluksa, bele 

^ĝentn voĉo,その他、前K詞や數の用法にお 

だやかでないのがかなりある。又ヽこれは原 

文がさういふesprimoをとってあるのかも知 

ォしない 力ヾ、En la vespero pro tio li penis 

Morali （bezonis--- 乂は devis---- peni por

ekdormi,すくなく とも penis por ekdormi ど 

ありたいところ）などもすこし舌たらずに感 

じられるcしたがって、初學の人人にはあま 

りすすめられないが.相當な批判力を備へた 

人人へは、よき文學的esprimoに富んだ美し 

い童話文學作品として、おすすめする。大人 

が讀んでも.十分おもしろいだけの鸡品であ 
る 〇 く Mijakeふhej）

★伊井迂氏談論集 日本エスペラント舉事 

始武藤丸楠編、束京鐵塔書院發f匚1932: 

13 X 19 cni.,130 p.; prez. 50 錢、送料 4 錢、 

學會にても取次ぐ。 、1

日本のエス語界も、かうしたものを、しか 

も一般の書店から出すやうに.よくもなった 

ものである——これが.本書を手にして.第 

ーに感じられたことである。本書はper Esp. 

でないことはいふまでもないことながら、por 

Esp.の範疇にはいらぬは勿論・pri Esp.のそ 

れにすし入れにくい、したがって「各エスペ 

ランチスト必讚-乃至、必携」といったや 

うな形容詞とは、かなりに緣の遠い、編者の 

言葉の表面の意味どほり「同志達にとっては 

これを玩味することは敢えて無益でなく. 乂 

退屈でもない」程度の、さしあたり「文藝春: 

秋」むきの、かなりにヂヤーナリスチックな 

ものである。正直のところ.ほとんど夜を徹 

して一氣に讀んだほど興味深いものである。 

內容は中立エスペランチストを冷笑した「蛙 

と鼠の大合戰」（われわれ中立エスペランチス 

トとしては、反駁すべき論據もあるのではあ 

るが、この問題の取扱ひ方において彼の態度 

は.われわれが正面から駁論することを必要 

とするほど攻擊的ではない。彼は膝を崩して. 

「なんと、こんなものぢゃあるまいか」程度に 

茶飮話をしてゐるのである3）以下、エスペラ 

ントに更生した、敬すべく愛すべき「秋田雨 
雀先竺」を描き・「エスペラント原作文學」を 

諭じ、「アーマ•アフェーロ」を語る轧すべ 

て17項目。彼の思想的立場から.世界の.»
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現任の、未來のエス語界を. 

廣い知識.靜かな情熱、すみ 

等・等で、縱橫に、見、語リ 

「反課文學について」の項ゝ「ザ 

本の、過去の、 

確かな記憶力. 

とほった頭腦. 

批判してゐる。

メンホフの綜合的1比界文學:は、よき發見で 

ある。「□本エスペラント學事始1の項、先輩 

たちの步んで來た道を语るにあたって、銳い 

批判を怠らぬながらもゝ思想的に對!K點に立 

つ人人に對してすら.十分な敬意をはらって 

その歷史的役割をふさはしく評俏してゐる彼 

は、赧讓なる闘士でちる。「單語科學的一ニの 

問題」は・學問的といふにはあまVに斷片的 

であるが.示唆に富んでゐる。その他、等. 

等。］eg5血ではないにしろ・まれに見る 

leginda な好著である。" （Mijake-Sihef）

★ RUMANA BONHUMORO EN ELEKTITAJ 

RAKONTOJ, trad. de P. Firu kaj S. Pragano, 

eid. de S. Pragano, Ruman., 1932; ］〇 X19 

cm., 63 p.; Prez.並1冏 30 錢 C送料 2 錢） 

上1側90錢（送料4錢）學會に在卓あり〇

笑って・笑って.そしてどこかに殘る一按 

のさびしさc ” N询〇 Mensogulo "における、 

N池joの、あのおかしくも亦ものかなしい、ど 

こかに腦をわすれて來たやうな、まのぬけた、 

しかし一生懸命の眞劍さ.それを、ふたたび 

このナンセンス文學短筒集に見出したことを 

まことにうれしく思ふ。譯文は典型的なエス 

文と見ることはできない〇 Stiloの上で、Mo- 

rariu譯の・上記,，Ni可〇 “で感じたと同樣の・ 

ある佶屈さを感じるのは、多分にruman ismo 

がはいってゐるからではあるまいか。譯者が 

序女で、それらが evide .ta loka karaktero 

を持ってゐると言ってゐるのはヽ作の内容に 

ついてであるが.われわれの眼には.どうも・ 

stiloにもそれがあてはまるやうに思はれる。 

しかし、さうしたkarakteriza stiloが、それ 

故にある場面では、內容をprezentiする上に 

一層效果的であることもある。これも、上述 

の血kontoj al Geknaboj同樣・エス文學習 

用としてで なく・ progresintojにだけおすす 

めしてよい本である。 （Mijakc-Ŝihej^）

C212頁「迷想誤論」よリ續く）

ゐる〇

一般は.親愛の表現としては.fratetoの項 

で述べた樣にsufikso etが使はれるので、『と 

うちゃん』『かちちゃん』に對しても、panjo, 

paĉjo以外にpatrineto, patretoなどが使はれ、 

更にpanjpto などのkunmetita formoもあ 

る 〇 Baghv は Preter la Vivo の中の,,Tur

mentaj demandoja では、patrin*, patrinef, 

panjo及びpatrinjoなるesprimojを使って 

ゐる〇 彼は又 Dancu, Marionetojの中の 

Lasero Huitaのうちでは、avoにĉjをつけ、 

hirundavcjo〔燕のおぢいちゃん）などやって 

ゐる。『おとうちゃん』『おかあちゃん』があ 

る以上.『おぢいちゃん』『おばあち皆ん』は・ 

當然あるべきだ,そして、その次には『おぢ 

ちゃん』と『おばちゃん』であらう。（『おに 

いちゃん』と『おねえちゃん』に就ては前に 
述べた。） '

この『おぢちゃん』『おむさん』と云ふ語は 

（『おばちゃん』『おばさん』と同様人II本の 

了供にとっては、じつに好い言蕖だ 子供は、 

大人に對しては、一梯にこの言葉で呼びかけ 

ることが出來る。然るに乂例の習慣の相 逹 
で、ヨーロッパの肯誌には・この美しい.敬 

虔なesprimoはないらしく、私が Esp.を 

やって間もなく.某氏に質したが.某氏し 

patretoが好からう位で、どうも、合點がゆ 

かなかった。

この美しい.敬虔な日本話、□本の子供に 

とって無くてならないvortoが卽ち〇巧〇な 

のでちる。これは、私がp-oponiするのでは 

なく、あのBaghyと共にEsp.第一流の 

Poeto の K. Kalocsav がその課著 Du Kokci

neloj 及びJohano la brava （共に1923年發 

fDに用ゐたものであるが.兩書とも、ハン 

ガリヤ話からの飜譯であることは注目に値 

する..

ハンガリャ語はヨー ロッパの言詰•であるが 

實は.束洋睹系統のもので.外觀は全く異っ 

てゐるが.言語の構成悸は.FI本語とも甚だ 

似てゐる。そして前にfrateto, frategoの項で 

述べた樣に.日本語流に兄弟姉妹を示す獨立 

した單語をもってゐる。こんな!ingvoであ 

るから.矢眼リ『おぢちゃん』などと云って. 

男の大人に呼びかける語があるとみえて、 

Kalocsay は Johano la brava の屮で、Oĉjo 

を Onkleto の意味とし、pli aĝaj personoj に 

對するinlinia alparoloと解說してゐる。
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PROBLEMO KAJ METODO 
DE FIZIKOKEMIO

verk. Ilumikazu Tamamusi 

trad. J. Onoda.

Kaj oni klarigas, ke la diversaj statoj de materio, nome 

gaso, fluidaĵo kaj solido koncernas al grado de aktivo 

de la molekulmovado. Ni povas kalkuli per tiu ĉi teorio 

la kvantojn: grandecon de molekulo, ties rapidon, foj- 

nombron de molekulkolizio, liberan pasvojon de molekulo, 

ktp. En la okazo tiu, kiun ni praktike traktas, ne estas 

po unu molekulo, sed amaso da sennombraj molekuloj; 

tial ni devas uzi la metodon de statistiko. (La metodo 

de statistika dinamiko).
Entute la teorio koncernanta al nekontinua strukturo 

de materio estas hipoteza en tiu esenco. Malgraŭ tio 

oni sciiĝis, ke ĉiu rezultato kondukita de ĝi agordas kun 

empiriaj faktoj tra detaloj. La fakto evidente profundigas 

fidon por tiu ĉi teori〇. Kaj kiel multajn fenomenojn la 

teorio lerte klarigas, la studantoj de fizikokemio bone 

scias. Ja nenion ĝenus diri, ke la atomteoria metodo 

estas la plej arogante eminenta en moderna scienco.

Ne nur materio estas nekontinua, sed elektro ankaŭ 
estas el atoma strukturo: ni ĝin asertas. Jen naskiĝis 

la elektronteorio. Klarigi elektrolizaĵon, radioaktivan 

fenomenon, ktp. ja estas tiu ĉi teorio・ Kiam ni kunigas 

multajn eltrovitajn faktojn, fine ni rimarkigas, ke la 

atomo mem, nepartigebla en antikva difino, havas kom- 

plikitan strukturon・ Tiu ĉi ankaŭ nun estas nia certa 

scio. Sekve ankaŭ problemoj de fizikokemio renkontis la 

tempon diskutotan sur la nova struktura teorio.

Plie jen estas grava aĵo. Kvankam ni sciiĝis, ke unue 

la materio, due la elektro havas nekontinuan strukturon, 

sed trie nun ni aprobas ankaŭ la energion nekontinua. 
Oni diras, ke la teorio koncernanta ĝin, nome la elnaskiĝo 

de la teorio de energikvanto kaj depostaj problemoj, estas 

la plej kernaj en nuna teorifiziko. Pri bazo de la teorio

fluidaĵo 液體

solido固體 

aktivo活性 

fojnonibro 囘數 

molekulkolizio 分 

子衝突

libera pasvojo 自 

由行•路C一分子 

がー衝突と次の 

衝突との間に動 

く距離）

statistiko 統計 

statistika dinamiko 

統計力學

elektronteorio 電子 

論

elektrolizaĵo 電解 

質

radioaktiva feno

meno 放射性現 

象

energikvanto エ ネ 

ルギー ii子



kvaatoteorio 量子

論

fokuso焦點

nenieco 空

vanteco虛（何れ 

を空とし虚とす 

るも可,此處の 

譯は原文の順序 

に順ふのみ）

metodologio 方法 

論

sin trovas faktoj nun ankoraŭ diskutataj, sed estas tre 

klara la influo, kiun la teorio jam donas ciujn direktojn 

de fizikokemio. Estas nenio alia ol la kvantoteorio, kiu 

donas inspiraĵon precipe pri dinamikaj rilatoj en atomo. 
Plie koncerne al specifa varmo de materio, pri diverĝo 

de lumo, por lumkemia ŝanĝo, la teorio entrudas en tute 

fundamentan. La kvantoteorio ĉe la fondado sin lokis 

sur tre brava hipotezo. Tamen rezultatoj kondukitaj de 

ĝi estas vere surprizaj・ Per ĝi la natura fenomeno estas 
rigardita en profundeco ankoraŭ nesupozite Sajnas al 

ni, enhavaĵo de la teorio estas kvazaŭ unu fokuso, kiu 

lumos en unu momento multajn malfacilajn problemojn 

ankoraŭ nesolvlte restantajn en fizikaj kaj kemiaj feno 

menoj・ Kredeble centraj problemoj koncernantaj al 

materio pli-malpli tuŝos al tiu ĉi teorio. Pro la antaŭ

supozo, en estanteco kaj estonteco fizikokemio ne forlasos 

nedirektante ne malmultajn atentojn por disvolviĝo de la 

kvantoteorio en fizik〇.

Nun nia studo preskaŭ tuŝos misteron, kiu sin kaŝas 

en senlime nekontinua mondo:lau antikva vorto, nomata 

nenieco au vanteco. •

Fine ni devas aldoni unu vorton- Kvankam la varmo

dinamiko kaj la atomteorio havas reciproke kontraŭ- 

starantan diferencan situacion kiel metodologio, tamen 
ĉe studado de iu fenomeno ni ne povas ignori neniun 

el la du metodoj pro la alia. Prefere kune uzi tiujn ĉi 

du metodojn estas ne nur vole sed ankaŭ estas necese 

en praktiko. Estas aparta problemo, kiu estas pli 

eminenta ol la alia. Eble la vera granda rezultato de 

studado pri materio estos atingebla per adapto de la du 

metodoj en la plej konforma stato.

KOREKTO POR LA LASTA NUMERO
pajo linio eraro kcrekto
182 7 problemoj metodoj

20 prenata traktata

183 7
helpo la helpo de la

13 ordinaran vulgaran

- 3 dume kaj samtempe difinas ke
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DEZERTO
------ 5. Koga--------

(Daurigo)
Kun la permeso de V aŭtoro 

trad. S・ Minami.

Mi neniam povas esti kvieta. Mi eliris el la gastejo kaj sencele 

paŝadis tra ĉiuj stratoj de Y urbo. Mi penis rekonsideri de la komenco 

la okazintaĵojn, kiel eble plej rezone:

—La edzino insiste elektis por la geedziĝa vojaĝo tiun abomenindan 

lokon, la minacaj vortoj kaj letero en la vagonaro, nekomprenebla papero 

forlasita en la dezerto, stranga maljunulino, timigaj tombofosistoj, la juna 

laboristo, kiu alportis la leteron, kaj ŝia malapero-一Kiel tamen tiuj faktoj 

sin interrilatas reciproke ?
Mi havas nur unu punkton verŝajnan:la sekreto de la familio de mia 

edzino estas kaŝita ie en tiu dezerto・ Sed ŝi ne povus akompani sian novan 

edzon precipe al tiu loko, se ia sekreto estas ĉi tie.
Ĉu do ŝi mem kuraĝe venis ĉi tien por eltrovi la sekreton ? Eble ŝi 

akompanis la amatan edzon kiel fidindan kunui on. Kial do ŝi foriris sen 

mia permeso for de mi, eĉ ne petante helpon ?
Kiu minacis ŝin ? Kiu forlogis ŝin ? Mi neniel povas kredi, ke ŝi 

perfidis al mi! Devas esti, ke ŝi suferas pro iu kaŭzo, kiun ŝi ne povas 

konfesi al mi. Ho, kie ŝi estas ? Kie ŝi estas ?

Dezerto, stranga maljunulino, timigaj tombofosistoj, faligita tomboŝtono, 

Jae Iŝii mortinta en la aĝo de 21 jaroj! Mia penso iris senfine de unu 

loko kaj revenadis kiel rado eterne turniĝanta.
Denove komencis ekregi mia superstiĉo. Kvankam unufoje mi mokridis 

pri mia penso, tamen mi ekpensis denove pri la faligita tomboŝtono. Mi 

pensis, ke en la tombejo estas entombigitaj ne nur mortintoj de la urbo, 
sed ankaŭ mortintoj de la ĉirkaŭurbaj vilaĝoj, ĉar la tombejo estas tre 

vasta.

Mi enketu pri Jae Iŝii en ĉiuj vilaĝoficejojt kiuj ĉirkaŭas Nagatanino.

Mi devas nepre ekscii, kiu estas Jae Iŝii! Unue mi vizitis la oficejon 

de Nakano-vilaĝo, apud Jokaiĉi. La oficisto de la vilaĝoficejo estis tre 

afabla. Li respondis kun kvieta sinteno por mia ekscitita demando kaj li 

detale enketis la censan registron. Ankoraŭ la nomo ne troviĝis en ĝi. 

Mi malesperiĝis. ヽ
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4< Ŝajnas, ke ŝi mortis antaŭ longa tempo/* Li diris kun kompatemo 

rigardante min malgajan.
° Vi demandu al la vilagestro, ĉar li estas unu el la plej maljunaj 

vilaĝanoj kaj li bone scias pri malnovaj aferoj.**

“ Bonvolu, bonvolu prezenti min al la vilaĝestro.M Kvazaŭ revivig让a 

mi kriis. La maljuna vilaĝestro havis vizaĝon montranta plenan sanecon 

kaj li ŝajnis bonkora kaj tiel energia, ke mi ne povas pensi lin tiel maljuna.
"Ĉu vi ne konas virinon nomatan Jae Iŝii ?''

Sindeteneme mi demandis lin.

"Jae Iŝii!"
Kvazaŭ surprizite la vilaĝestro diris kaj tuj lia mieno subite fariĝis 

severa. Rigardante min fikse li diris kun kvazaŭ riproĉanta ton〇・

"Kiu vi do estas?°

"Mi... mi estas …"

Mi embarasiĝi s.

"Vi eble havas rilaton kun S-ro Jasuhara/*

Severe li diris・
"Ha! ** Mi tiel surpriziĝis, ke mi eksaltis kaj mi ciris.

"Jes, sinjoro, kiel vi diras."

"Mi pensis tiel/1 La vilaĝestro diris kapjesante. " Vi ŝajnas juna. 
Ĉesu sensencan esploradon! Vi neniom el tio profitos, se vi esploros mab 

novaĵon."
"Do ・・・ vi konas Jae Iŝii ?''

"Pli malpli mi scias pri ŝi, tamen pri ŝi mi ne povas paroli al vi.

"Kial ne ? Bonvole parolu, mi petas !"

Mi petegis lin, kiu balancis la kapo n.

''La filino de S-ro Jasuhara jam estas en la bona aĝo edziniĝi・ Verŝajne 

ŝi fariĝis bela fraŭlino."—Diris post momento, la maljuna vilaĝestro kortuŝite 

kvazaŭ al si mem kaj li frapis mian ŝultron kaj daŭrigis per milda voĉo.

"Nu foriru. Bone estas por vi ne zorgi pri Jae 花ii.''
Kiel ajn mi petegis la vilaĝestron, li ne parolis plu. Kiel mi supozis» 

Jae Iŝii havas interrilaton kun la familio Jasuhara.

Cu ia terura sekreto estas ? Ĉar la vilaĝestro nenion parolas pri tio. 

Ha! Kia sekreto ? Ĉiaokaze mi mĉm ne kapablas esplori la aferon.

Subite mi rememoris pri privata detektivo Kijoŝi Kimura・ Li estas 

ĝentila bona kaj tre sperta specialisto. Antaŭe mi petis por lia helpo, pro 

kio la patro de mia edzino ekkoleris, sed tio estas alia afero.



227

Nu mi petu lian helpon!

Mi sendis al li longan telegramon.
Kaj tiun nokton—tio estas la tria nokto de la geedziĝo—mi pasigis sen 

edzino en sufero kaj malgajo.

IV

La sekvintan matenon mi ricevis telegramon de Kimura detektiva 
oficejo. Domaĝe! La telegramo min sciigis, ke Kimura nun estas vojaĝanta. 

Mi ne povas ricevi eĉ lian helpon, kiu restas al mi unusola apogo. Jam 

nun mi mem devas elserĉi mian edzinon.

Mi ŝanceliĝe eliris el la gastejo kaj denove mi ekiris al Nagatanino.

Hele brilis la suno de malfrua printempo. La monteto, kiu estis 
nudi ĝinta en kelkaj lokoj, estis lumigata de la suno. Sur la vojo movetiĝis 

diafana aero. Eĉ kuranta knabeto kun malseka nazo ŝajnis esti ĝojplena. 
Ho, ve! Kiel malfeliĉa tamen mi estas! Ankaŭ hodiaŭ ne troviĝis la 

laboristoj en la tombejo. Anstataŭ ili, juna viro, kiu ŝajnas esti administr

anto, kaj blankhara maljunulo estis observantaj la elfositajn tombojn.

u Estas domaĝe, ke Ia laboristoj estas maldiligentaj!" Diris la mal- 

junulo.
"Vere ni embarasiĝas pro tio."—Diris la viro, verŝajne administranto.

“Ha!" La maljunulo ellasis akran krion・

"La tombo de Jae Iŝii estas elfosita."
La maljunulo enrigardis en la kavaĵon de la tombo de Jae Iŝii, kiun 

elfosis la du laboristoj antaŭhieraŭ. Mi estis frapita kaj fariĝis rigida.

La alia demandis en mieno de nekomprenem〇・

44 Ĉu vi ne scias ? De tiam jam pasis dudek jaroj.0

“ Antaŭ dudek jaroj mi estis ankoraŭ en malsupra elementa lernejo^ 

Ha, ha, ha.,^
“ Tiu virino estis bela. Ŝi estis filino de riĉa familio el kelkaj familioj,, 

kiuj vivis antaŭ longa tempo en Nagatanino, kie nun restas nur tiu mal

granda domo."
"Ho jes! Jam mi audis, ke okazis monto-detruiĝo en Nagatanino kaj 

domoj detruigis."
“ Jes. Kaj okazis antaŭ la monto-detruiĝo ・・・・''

La maljunulo daŭrigis sian parolon.

(Daŭrigota)
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RLEK
宗近眞澄

老敎授の蒙を啓く爲に

兎もすると語學の敎授連中には・エスペラ 

＞トの如き人造語が國際共通語として.成功 

する可能性はあリ得ない等の謬見を懐く傾向 

が見えるが、玆に御紹介するHava-d大學の 

slavaj lingvojの權威AViener敎授し其のー 

人である。 ・

冋敎授はエスペラントに對しては、愚にも 
つかない見解を有って居り、叮折其の反對意 
見を表明して居たのであるが.
最近もUEAの委員G・ヽ、：Lee同敎授を 

訪問して.談偶々國際語問題に及ぶや依然同 

敎投は從來の持論を墨守して居る事が解っ 

た。卽ち相異なる自國語を有する者をして. 

相互に充分理僻せしめるに役立つ國際語はあ 
り得ないと云うのである。

エスペラントを使用すれば、或は國際大會 

•に於て、或は個人間の交涉に於て、萬遺憾な 

く □的を逹し得る事は、旣に幾多の體驗#に 

依て立證されて居るにも拘わらず・此の溫厚 

篤實な碩學は認誰が足りないのでもる。 
Wiener敎授は136ソ年にBialystokに生ま 

れ.我等のMajstroとは同窓であり.且つ兩 

家の間柄は極く親しかったと云うc
Zamenhof博士が未だ學窓に在った時代に 

は、同敎授も亦人類の渴望旣に久しい共通語 

は、此の稀代の語學の大天才に依てこそ發明 

されるべきであると信じた一人だと云うので 

あるが.後年に到り其國際共通語が愈々全世 
界にD-ro Esperantoの名に於て發表された 

頃には.旣に心境の變化を來して居たと云う 

のであるC
兎に角我等のMajstroと因緣淺からぬ此り 

老敎授が.エスペラントに對して認識不足で 

あるのは遺憾千萬ながである。
就いてはしee氏の捉案に依れば・世界各地 

のわが同志から下記宛に續々手紙を送って・ 

國際語は必然的に成功を收めっゝある事を\ 

實證して貰いたいとの事である。
Profesoro Leo ヽviener

10 School Street, Belmontj Massachusetts,

U. S. A・

Goetheの百年祭記念

詩聖Goetheの百年祭に際して、其の發祥 

地たるFrankfurtにカゝては、詩聖肖像と他に 

二つの繪を入れた四頁のエスペラント文の趣 

意書を發行して各方面に配布した〇

下記宛に审込めば必要數だけ送附するとQ 

事である。 ,
Verkehrsverein,

Bahnhofbplatz 8, Frankfurt a. M.

Germanujo

第一回感際言語大會

今年の復活祭に嘗り、Arnhem のCEeh-In- 

stitutoで開催された第一囘國際言語大會に 

就いては、除て上り其の名稱等に關して随分 

物議を麒して居たけれども、結局論議は論議 

として會合は立派に催されたのである。

參加者は七箇國語を白國語とする人々60 

名。卽ち和闌、獨逸、佛蘭西、瑞西、匈牙利. 
ルーマニャ、カタルナの各國語”代表者であ 

った。

自國語で會話する事は稀で.全體の空氣は 

國際的であり、家族的であって、親しみ深い 

ものであった。第二口目の夕方には・參加者 

達は談話室に集まリ.お・互に十年の知已に對 

する氣持で胸襟を開いて語り合ったC

川 111111111111111111111111111111111111111111111111111111nuu 1111111uiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiiniiinniimuiniiiiiiuiiuiuiiuuiuiiiiiniiuiiiuiuuiiuiiiinnniD
第 23 回 Brita Esperantista Kongreso は 5 月13 口から 5 日間にわ 

たり、Southportで開催されたが、あたかもその最終日（17【I）にあたり、 

わが犬養首相の兇變を知り、卽刻、主催團體Brita Esperanto-Asocioの名 

においてヽ本學會あてに下記の弔電を寄せた。本學曾では、直ちに譯文を添 

へて、犬養氏葬儀委目宛にその旨イ專達した〇

BEA KONGRESO SOUTHPORT KONDOLENCAS JAPA- 
NUJON PRI ABOMENINDA MURDO

｛川 11111111111111川111111111111milii 川 miiiiii 川 11111 川 ii 川］ii川川 iiiHiimiiuniim 川milii川川 1111111山川 unm 川 uiihiuiii1111111rniniHiiimnHiiiiii



229

食事の際偶然にもIsbriicker氏夫妻〔利人 

Privat 博士夫妻（瑞西）、Rousseau 氏〔佛;）、 

Dalman氏〔カタルナ）、Cteh氏〔洪）、Minor 

氏〔獨）等が一つの食卓を圍んだ〇相異なる言 

語を自國語とする天箇國人が同席した譯で 

ある。勿論命話には當然エスペラントが使用 

された。

Privat博士はエスペラントの發展に就い 

て語り、1905年Boulogne-sur-Merで開催さ 

れた第一囘萬國大會の追懷淡を試みたがゝ當 

時は各國人が區々の發音をやって居たにも拘 

わらず、其の相似通って居る事は和互の了解 

を容易ならしめて、頗る驚異の感を與えたと 
云うのであったc然るに其あ時以來四分の一 

世紀の銭月が經過する間に、發音の和異の如 

きほー掃されたのみならず、阈民性に因る傾 

向さえも沒却され樣として居る。

而して當時Boulogneでは夢想にだにしな 

かった『發音の統一』等に關して話されるの 

は、實に今昔の感に堪えないと述べた。

注意すべきはArnhem に於ては誰も變革 

などの語を口にした者は一人も無かった事で 

ある。・
Arnhemの市長が臨席して、エスペラント 

で一場の挨拶をしたが次の言は却々機微を穿 

って居るではないヵ:。
[fMekkaの市長は'コーランを知らねばなら 

ず、Arnhem の市長はエスペラントを辨えて 

居なくてはならない〇』と。

尙此の大會に於ける決議慕項と結果に就い 

ては近い内に公表する事になって居る。

エスペラントの實用化

今更エスペラントの實用などと書くまでも 

ない事ではあるが、最近の一・例を擧げて見る 

と、獨逸の編輯者雜誌 Keichsverband der 

Deutschen Presseでは新に一部門を設けて. 

海外報道に一新機軸を出す爲めに、冋志F. 

ヽV・Mischke氏がこれまで永年かゝって、全 

世界の同志同業者と提携して完成した通信網 

を利用して、記杲の交換を行い且つ特殊な問 

題に對しては報吿を送付し上うと云う計畫で 

ある。
同氏は旣に此の方法に依り獨逸の諸雜誌 

に、各方面に亙る價値のちる材料を捉供して 

居る。
斯くして此の企劃は相當に为竹家逹の注意 

を促して居る。

之は開拓された新生面の微々たる成功に過 

ぎないけれどもゝわが陣營中に仝世界の雜誌

業者を獲得する前次曲として、又エスペラン 

ト運動展開の一段階として誠に喜ばしい次第 
である。

エスペラントの實用化こそ最良の宣傳方蛙 

である。

彼女ど彼芝何れが元祖か

Budapeŝtoの放送局では今度局員として、 
エスペラントの出來るLilio Filo倫 夫人を 

雇い入れたとの爭である。

之はわが同志にとっては誠に耳よりな話. 

で、双手を擧げて歡呼すべきであろう。遺憾 

ながら雲烟页里遠隔の地の事であるから、そ 
の mikrofonoの前に立って我々が國際認を 

使用する譯には行くまいけれども。

兎にも角にもFiloiŭs夫人はエスペラント 

の出來る最初のradianoncistinoたる榮譽を 

有するの職業歸人である。

放送局員としても彼女が最初であるかと云 

うと少しく異議がある様である。と云うのは 

獨逸の Frankfurto 放送局の 〇・ W. Stuatniana 

氏は・1928-29年の頃同局がエスペラント講 

座放送をやった時には、旣にprofesia parolisto 

として首尾よく其の役目を果したと云う事で 

あるから、職栗線上では彼め方が先頭である。
エスペラントも段々發展して來ると、こん 

な史實に就いても興味のある論議をされる樣 

になる。序に後者の宛名は下記である。

S-ro 〇. W. Studtmann 

en Frankfurt a. M., Eschersheimer 

Landstr. 33, Germanujo・

Vilhelmo 〇stwald 氏の計

獨逸の世界的な有名な化學者兼物理學者 
Vilhelmo Ostwald氏は4 JJ 4日に逝去した。 

享年79歲。同氏は直接にエスペラント運動 

に關係して居たのではないが、1907年に國際 

補助語を一般的に採用するか否かを討談され 

た時には.委貝會に屬して居たc其の後國際; 

誌述動老が科!々の口的で彼の盛名を利用しよ 

うとするに及んで、逐に网際語運動から乎を 

引くに至った。

併しながら一般の規格統一標準化に貢献す. 

る所甚だ多大であった彼が其の見地からして 

全人類文化ア最高標準化機關たるエスペラン 

トをat要視して居た事には寸分も疑の餘地は 
ないのである〇

我々は衷心から此の科舉界の巨星を失った 

事を愛惜する。
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Kolonelo 內田 trapasas 次連

〔大連〕4月21□让時發列卓で吉林方面え 

询う千葉聯隊の聯隊長S-ro Uĉida-Sooiĉi及 

び兵士を見送るため同志S名verda standardo 

を立てて人連驛に向った。氏は吾が大連工え 
會の生みの親で、今振ったverda standardo 

も實に氏が作られたものである。

S-ro大山el京城

〔戸畑;）4月30日.京城の大山時雄氏突如 

來訪、中西、满□、林の3名が同伴「5月1日滿 

腔の春陽をあびて若松・戶如k小倉を訪れた。

S-ro Biciklisto subite reaperas

〔敦賀〕4 JJ 28日朝突然F-ino大和田よ 

リ電話で佛國同志ペーレル君來訪を知る。午 
後5時F-ino大和田.S-ino重田、S-roj |1| 

□、藤原.辻村.大場、元氣に滿ちたペーレ 

ル君をホームに見、堅い握手の包閘で怎かす。 

例の亟い门轉車に乘った彼を屮心に自動車で 

大雨の中を熊谷ホテルに到诉。洌日快晴・ 

S-ro大場同道大和田氏邸に赴きF-ino大和 

山と金ヶ崎へ案內aペ君美しい櫻の見られな 

いことを殘念がる。此處でS-ro厭原加はり. 

本通を案內。途中ペーレル君洋品店へ飛び込 

む、合ひにく身にあふシャツが見付からなか 

ったがF・ino大和山の美しい通譯で最後に一 

つ乎に入れて大歡び。 自動車で松原公園に赴 

き、磯の高い白砂の上で辨當を開く。そこへ 

也。辻村かけつけ・歡聲連發。一旦大和田氏 
邸におちつきF・inoの美しいピアノの伴奏 

で一同Espero, Tagiĝoを合唱〇夜F・ino招 

待で植山ホテルで夕食を共にす、ペーレル君 

索晴らしい"patitoを滿足し氣焰萬丈.S-ro 

山口の隱藝にペ君しきりに頭をかしげる。9 

時平散會c 30 H雨牛後2時敦賀港棧橋に同志 

。名天草丸出帆を見送る。Eミper。合唱の中に 

F-ino大和HIの持つ最後のテープは切れた。

S-ro Major tra pikas norden

〔三重〕紀北實踐女み校は4刀17日S-ro 

J. Majorの來訪を受けたc折から遠足のた 

め留守山の生徒は、15時過歸校ゝ共に介卓を 

圍み歎迎晚餐命を催し.餘興たくさん。中に 

も氏のdancoは生徒に感嘆の聲を發せしめ. 

氏も亦生徒の元祿花見踊に口を樂ませたこと 

であらう。応時より畏鳥小學校講堂で氏の旅 

行谈.その他（小林氏通譯）。聽衆300,後同 

校長岡本氏の招宴で.小林・大野と共に川崎 

屋旅餡にて歡談。翌口1】時發列卓にて生徒に 

見送られ.Tagiĝo合唱裡に名古屋に向う。 

驛への長い路を綠星旗をかかげてmarsiした 

のわ、更に驛での別れ〇 scenoわ大きなエス 

ペラントデモであった。通厅人は立止リ・乘 

客は窓から顔を出して、この奇異な現象に目 

を瞠った。

第九回 

九州 

エスペラント 

大會

★福岡にて★

4月23日一24日
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〔名古屋〕Major氏4月18 □仍勢から來 

訪。名古屋、新愛知兩新聞社訪問、柴田氏の 
配意でタ金・夜丫ゝICAの窩等硏究會へ、翌 

日はエス話誘導濟の享榮商菜訪問五年級仝部 

を前に興味多き旅行談、後ち名古屋城見物、 

滿開の櫻と城を背景に山田氏創作中の「國際 

詰」の一場面「かくして人は爭う」「異國人 
は眩く」の二場面を家庭ベビーで撮影。夜19 

時よリ松圾屋裏番茶の家で歡迎會。山田弘氏 

御自慢のエス語宣傳16ミリ映畫を觀賞。有志 

•の歡迎の挨拶の後 Major氏のニュウジラン 

ド、動亂の上海等を經て「1本えの旅行談とH 

本に於ける印象談あり、多數の出席を得て頗 

る盛會。散會後數名の有志は夜店で賑やかな 

廣小路通りを散步しっゝ名古屋驛まで見送っ 

た。

〔横濱〕4月21日正午ヽハンガリアの同志 

J. Major氏靜岡より來濱・鈴木氏外數名の 

同志に迎へられ.少憩後再訪を約して上京。 

23n 9時再び來演。富盛、水野氏の案内で折 

柄復興記念日で販やかな市中を見物、佛蘭西 
商工會議所.st. Joseph College,震災記念飾 

等を訪れ、19時から有隣堂での歡迎會に出 

席,參倉者2〇名を超えたが.一同氏の典味あ 

る旅行談・巧みな話術に魅せられ、知らぬ間 
に時を過した。氏わあ時吉田氏に伴われて踊 

京。

〔東京〕4 月 22 日夜 S-ro Major, S-ro 小 

高に伴われて學會を訪問、S-ro小坂と歐洲以 

來の久濶を敍す。27日水曜日夜の例角に出 

席、上京中の■これもParizo時代の舊知.京 

城大厚のProf. ・長谷川と再會・の一幕あり、 

bonhumoraな厳行談に出席者一同をよろこ 

ばす。

〔仙3®〕ハンガリの同志S-ro Majorは小 

高氏同道、4 JJ 30 ロ夕刻.柬北地方巡遊の 

第一步を當地に印した。翌日曜、幸 

ひの上天氣故數名の同志と市の郊外散策ゝ興 

味ある話あり、夜は大一ホールで講演會.聽 

衆Tf數十名。小村貴義氏の「エス語とは何か」 
S-ro Mnjor の「パリーからニュージーラン ド 

を總て日本へ」。仙臺エス界は刺戟されると 
ころが多かった。9時よりヒロセ喫茶所で座 

談會を催し、同氏のH本及びハンガリーの言 

語風俗等に就いて面□い話があった。3 [[は 

東北帝大醫學部Esp・ Grupoに招待。なほ同 

氏は5 JJ10日午後?時JOHKから「ハンガ 

リ-と日本の友情について」放送・兩國間の 
親善を力說。

筑豊エス大僉

5月1日はメーデー ■縣下1）市驛傅號併の 

決勝・筑豐咅樂.野球等々の大會。ざわめき 

の飯塚市に・GKより「國際補助語エスペラ 

ント」を放送された寺崎學士を迎へ自治會館 

に大會開催。大牟田.若松・ハ幡……各地の 

來援者と共に市役所寄贈の記念品及び博覽會 

招待券を握り參集。九州本部特派の吉田入江 

兩氏の通譯付演說・D-ro植田の「エス語學ば 

ざるべからず」の鍊逹せる谩談。市長留守中 

大多忙の松⑴助役來訪、祝辭を述べらる。各 

地よりの多數の祝辭祝電披露、少女舞踊に興 

じ、第二部に移った。田江時次郞氏の筑豐工 

ス運動の沿革、荒木遜.白石茂兩氏のエス語 

激勵.吉⑴繁技帥の邦話讃辭の後・提案審議 

に入り、野見山丹次議長に推され・各案中、 

Ĉikuho Esp-ista Ligoを九州大會に於て 

grupoに改稱すべく勸めを受けて來た野見山 

はfederacioとしたしと提議したるも九州大 

會及び江崎.大島兩博士に對し.次の大會ま 

で保留とし.%九州大會ろ折も.筑豐大會に 

ても鐵エス聯の出席者少數の爲其支援を願ふ 

に止める。第三部として和氣漲る茶話會を持 

った。參集者"〇。

◎年鑑係より◎

★年鑑原稿わ関月末ロを以って締切リまし 

た。尙その後に設立された會や報吿漏れの會 

わ六月十五日までに規定通りC本誌139頁參 

照各項明記の上報吿されたい。

★地方會によってわ役員の住所や會員數を明 

記されないが之も至急報吿されたい。インチ 

キな有名無實な會わ斷然之を除外したい方針 

である。（年鑑地方會名簿係露木淸彥）
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書合だより
〔横5S3 Verda Jupitero每木曜日19時よ 

り伊勢佐木町有隣堂階上にて。最近Mil kaj 

unu noktojの輸讀を開始,4月7日例會には 

S-ro Maierが東京の同志數名と出席〇

〔名古屋〕4月17 口詩と傅說の湖入鹿池畔 

に遠足、會する者由比.渡邊.矢崎、內藤. 
菊本の5名〇 "Ktimpnnmo "橋本君數里を遠 

しとせず自轉車で來リ參加。滿開の櫻花を縫 

ふて散策し花影浮ぶ湖上にレマードす。

〔仙察〕SES總會を4月29「［1時半より 

帝大學生喫茶所で開催。23名川席。巫要議案 

下記の如し。規約改正.新役員選擧■名譽會 

員の推薦（前束北帝大總長にしてSESの會 

長たリし井上仁吉博士.桑原利秀氏）C

輪董會 一月の初等講習に引籍き土井晚翠 

氏宅にて每週金曜〇用書カルロ「講師金子氏。

Babilada Kuosido每3の日東一街明治製菓 

階下で。SESより委員二名づつ交代に出席。

〔大阪〕4月13日19時より心齋僑筋丸信食 
堂でエスのタ開催。出席者13名、兒島氏の開 

會の挨拶に次いで一同の自己紹介に入り岸和 
何エス會西⑴、和泉エス會野々村兩氏の代表 

挨拶。大阪粘核豫防協會、府衞生會が務長林 

正俊氏の熱心なるエス晤愛護家、宣傅家とし 

ての興妹ある漫談。南品世氏の三3!地方に於 
けるエス運動の狀況コ兒岛氏の岡山の旅行談 

等々あり和氣需々とbabiladoに打興じた。

〔小樽〕5月3日18時半より公園クラブで 

笫L3囘樽エス例會、硏究會。出席者Ŝ名。テ 

キストは臨時下村氏課の「自然と人生」。講習 
終了者のテキストをRusuj Rakontojに決定。 
★5月7日19時より第15囘例會硏究會を同所 

で開催。當Hは大阪エス會の加藤祐太郞氏の 

新參加を得て落付いた集會を持った。

〔愛知〕5刀7日让時より四春日井エス會 

では西枇杷岛町十軒裏の竹中氏宅にて例會開 

催・近く關文夫氏宅にて初溝開催に決定。

〔仙聂〕東北帝大法學部部内エス會は5月 

】〇日發窃式・綠の星會と命名。會員1（）名。15 

日よリ每週3時間硏究會。全學的結成を遂げ 

學都綠化運動に從ふ日も遠くあるまい。

——【講習會】一
〔小樽〕檢エス節一囘初等短講は4〃1?一 

24日.15部番屋で開催。受講者14名。满習中 

北海道エス普及會のS・ro中村の來會ちり獎 

勵された。講師近藤善造氏外询幹事。
〔敦賀〕懸案中の初等講習會を5月2—14 

日まで每夜19一21時・短期沸習書を使用藤 

原・山口兩氏指導。商工會議所で。F-inoj 5 

名.S-roj12名出席。最終日にはF-ino大和 

田ゝ京都のS-ro西川、名鐵エス會のS»ro新 

井のsalutojを傳へ次いで自己紹介今後の硏 

究方法等相談.23時散會。因に本講習會は 

新愛知教賀通信部の後援を得・エス語に對す 

る町氏の興妹を喚起する點に於て宜傳效果 

10し％であった。

〔宮崎〕宮崎エス會主催初講も3J!末成功 

裡に終了。4月より每水夜堀內恭二氏指篦の• 

下にカルロ輸講。尙當市文華堂書店では先般 

新にエス語部を設けエス書籍を豊富に陳列。

〔名古屋〕5月3日より名古屋エス會で每 

火佥19-2Ĵ時屮區束新町陸ビル内聯盟專務所 

初等科講習會閒催、講師渡邊行孝氏。用書工 
ス講座CJEI發行）期間5 ）］中。受講6名。 

★5 JJ11日名古屋エス令主催新井氏指溥の中 

等講習『骸骨乙舞踏』終講。

〔仙臺〕5月8ロ ー6月26日〇 9時半から11 

時半迄アテナリオンにて初等講習會。會寶1 

Mo講習生心名。用書プリント。文法と今話 

とに分けてgvidas.

〔新潟〕北越エス會主催初級講習〇 5 JJ13 

I!より每金、一聖心幼稚園にて。講師水戶氏3 

受講者。名〇敎材、エス講習書〇 

★同中尊科。ザメンホフ讀本二卷を終り、小 

坂氏Ezopo帕溝.用語を利用して會話練習。

〔東京;！ 5月3—31日、每火、木、土午後;時 

半一 9時。淺Qエスクラブ。會費不要・用書 

無料進呈。
★每月第2, 3, 4 H午後7時半より上記にて 

初等中等講習及び唱歌練習。

「横奇エス會〕新學期を迎へ2餘名の溝 

習生獲得•四月中句から初等講習を開始した。

朝の中學にエス語 今まで夜間中學であっ 

た紀北實務學校は本年度新學期より5.30— 

9.00の朝ろ授業を受けることになりこの機會 

に今まで英語を學んで來たのがエス語を正課 

として學び、卒粟生も硏究生として進んで來 

聽し、たとへやうもなく熱心である〇

綠星喫茶紀勢東線が三野瀨驛まで延ぴ4 

n g日開通式が祝はれた。紀北實踐女學校は 

三浦に祝賀出狠綠星喫茶店を開いた。生徒一 

同胸に大きな綠星章をつけ、入口には暖簾代 

リに大きな綠星旗を二つ下げた。註文の品々 
を待つ間、宣傅ビラを配り來客の質問に答 

へ、可憐なEsp-istino-kelnerinojはエス殆宣 

傅につとめ.大人氣を博した。
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★學生エス聯盟だより★

商業學校とエス語 橫商校友令雜誌『淸水 

ヶ丘』C6年度)に、木內彰之助氏の論文『工 

ス語に就いて』揭載。

★成立商業校友會雜誌第八號に石黑喜久雄氏 

『阈際補助語エスペラントに就て』執筆。

久し振りの三高だより五月一日記念祭に 

は恒例によりエス展を持つ、入場者500。 

★中等雑讀會靑山咸朗指導『Z譯本』七名。 

★初等講習會央戶正・川村信一郞指導。小 

坂講習用書。四十名位C?)

千葉醫大の活浚な躍進今迄、一般同志と 

Q握戸に精力を浪費してゐた千大では自己批 

判と共に.[T學生は學內で』のスローガン實現 

のため組織的な活動の第一步を踏出した。

★初等講習 中村指瘪、20名位。五月初旬に終 

る。中等、Himnoを使用して技術獲得へ! 

★金瓏會、每金曜夜、ほていや喫茶店で。

慶應咎學部エス鱼4 J]淤「I講演會、講師 

望廿敎授、川上助敎授、篠田氏、KB Maier 

氏.Aŭskultantoj 30名、4月26日講習會開催。 

★初等、毎週火木土 T.M.中尊、月・金。

★4月30日・三田、四谷兩エス會懇親會。三 

H1廉田君の卒業.先輩馬場氏の全快祝ひを兼 

ね、出席者22名.Maier氏も出席〇故粟飯原氏 

記念文庫設立、遺作集出版の件尊 の相談。

名古屋替大の〇" epoko ( ?)到來力、 I. 妙
學中心の廣範圍に互る展覽角を4月站一30H 

開催。計畫的組織的な點好評〇 H.展覽會最

終Hエス聯盟の代表的名士を招き懇談會。 

HI-耦力の溢る、まれに初等講習を5月2H 

より、矢崎指璋.『捷徑』を使用〇全員1〇名3 

★今の元氣づいた調子の時に.名古屋學生工 

ス聯盟を結成しては如何ですか、私逹は首を 

長くしてそれを待つ。(日本學生エス聯盟)。

糜應エス展鬣倉5月8-10日の3日間塾七 

十五年祭に際し・エス展覽會を催した。最初 

の豫定ではエス器學習の容易に専ら亟點を置 

く積りであったが、結局エス文献を中心にし 

た現狀紹介に終った。大正十年我々の會が創 

立されて以來最初の展覽會であったが、多數 

同志及びー・般の人々の參觀を得て大成功〇

富山藥專開校紀念エス語展5 n n,12兩 

富山藥專開校紀念祭が催された。「エス 

ペラントとは何か?」を大衆の頭の中にはつ 

きりと植えつけるべく、エス話展覽會を行っ 

た。はりめぐらされた綠星旗が五月の微風に 

なびいてヽ今場內には綠の情熱が漲るかに見 
えた。入場者總數約2萬3,4千人.その中で 

も、各阈同志との通信繪葉書が人々の興味を 

そそったらしいC壁にはザ博士寫れ・ポスタ 

ーをはリ・世界言語別地圖をかかげて、世界の 

言語がいかに紛糾せるかを示した。會の財產 

である多くの書物の他に、富山エス會よりも 

出品を彳趴 又内外のエス語雜誌も陳列した。

TEL S委員會4月彩日學會■で。委貝長 

池川一身上Q祁合卫辭表を提出、やむを得ざ 

るものとして禾認c爲に今までの計畫大部分 
保留となる。目下新委員長を物色中。

束京學生エス聯盟第十回練巒3月13日 

慶大萬來舍でc春に浮かれてか會する者少く 
TELSの沈浮を慮る士の少なきをなげく。副 

委員畏北凉當番校としてsaluto、小此木の 

paroladoあリ.同志Maier立って、『日本學 

生esp-isto』について話す〇次いで前委員長 

池川のsalutoあり、今後も.Te；sの外延に 

於てTeisを援助したいと話す。明大の珍客 

も見へ.岡本氏もフクヨカに中央に座しマン 

談に花を咲かせる。
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ーー地方盒機關誌——

★Nia Voĉo 4, 5.仙臺エス舍。
★FERIA東京鐵道エス會。
★ Falketo1.エス普級（？）會鸞栖支部。 
★Verda Alvoko 2.チパエス會・〇
★ Nova Stelo 25.大阪新星會c
★聯盟通信7・日本鐵道エス聯盟。
★La Norda ]. （5月創刊）。北越エス會。
★La Lumturo 6, 7. 京都鐵道エス會〇
★ Bulteno de KEA 4, 5.神戶エス會■〇 

レル君歸國の記事。
★大阪每日.名古屋每日.名古屋新聞.新愛 
知C7. 4. 29〇名古屋エス會講習會記事。

★神戶商大新聞C4.15.）國際補助語は踊る. 

江塚元
★皇輝新聞Cb エス語と希望社運動、白 

木欽松、エス語普及について.スギシタ。

★哈爾賓ロータリアンC4・1.フエスペラント 

に就いて¢1930年シカゴでのロータリアン大 
會の際スペイン詰國際親善會議席上でハイス

新聞雜誌とエス語

エス
★名古屋毎日C7. 2.12〇 4段拔き見出で『名 

醫大桐原博士我國初めてエス盘論文、滿州北 
支の人血しらべ.世界の醫學界へ發表す』。
★名古屋新聞（7. 4. 7.）與良社長『醫學大會 
開催に際して』中に世界に秀でた日本醫學を 
エス詔に依り世界に發表せよとの論旨あり。

★名古屋每日、新愛知、名古屋•大阪每日・報 
知¢7. 4.12.）ザ祭〔名古屋エス聊盟〕記が。

★名古屋新聞.新愛知（7・4.19〇ハンガリ 
ヤの同志マヨール氏來名の寫眞入りの記事。

★大阪每H C7. 5・エスペラント旅行家ペ

KORESPONDA FAKO 
學會々員年一囘無料.二囘冃よりー・囘 

10錢・會H以外-;囘30錢揭載雜誌号。 
L =letero, P = poŝtkarto, IP = ilustrita 

poŝtkarto, PM=poŝtmarko, dez. =dezira?, 

kore. = korespondi, interŝ. = interŝanĝi, 

koi.=kolekti, E=esperan taĵo, G=gazeto, 

kĉl=kun ĉiulandaj (gesamideanoj).揭載者 

わ必ず返事すること。

★ Japanujo ★
★S-roj Bunka-Joron-ŝa; Katakami. Vake・ 

gun, Okajaina-kcn. dez. kore. pri kultura 

ideo ktp.

★S・ro Katoo-Kanĵiroo; N-o 371 Curumaki- 
ĉoo, Ŭaseda, TOKIO. dez. kore. kĉl.
★S・ro Malano-Ŝiro; Sonesaki-Kamisanĉome 

7, Kitaki^ OSAKA; 23* *jara  medicinstudento, 

dez. interŝ・ IP・ kaj kore> k", pri diversaj, 

precipe medicinaj spiritualismaj aferoj・ 

★S-ro Kim Ilak-heum; N-o 110 Tongdong, 

SEULO, Koreujo. interŝ. opiniojn, kore. 

vigle kun eŭropanoj, ĉinoj, hindoj, ktp.

★S-ro Jorit( Si N akano (studento); 377,

Jloriuĉi, HAJAMA-maĉi, Kanai?aŭa.(各自の 
アドレサーロや文通記錄簿の形式を詳しく御 

報知下さい：)。___________________________

★Pclujo S-ro Ludwik Stalewski, BUD- 

(iOSZCZ, uL Oria 41,dez. kore. kun japanoj.

ラー氏がスペイン誌でした演說の飜譯）。 

★ッーリスト二十週年記念號31〇”外客 

誘致Q具髓策」欄中に高橋邦太郞氏が外客接 
待用としてエス誘採用を强調。

★臺南師範學校校友會誌2 C7. 3.）エスペラ 
ントの話、廣瀨武夫。

——雜誌のエス語標題——

★現代敎育--- La Moderna Edukado.

★新興佛敎 ——Proleta Budismo.木小屋主義 
とは? 斷然Budaismoに訂正のこと〇 

★血液型硏究---La Studo de Sanga Tipo.

★Jugoslavujo S-ro K. Hlavatij, ZAGREB, 

Vjŝujica 21. .
★Germanujo S-ro P. Tarnow; DŬSSEL- 

DORF-Aberkasse), Dŭsseldorfer str. 5, fierĉas 

korespondantoj n, kiuj dez. interŝ. japanajn E. 

kun aliaj.

Filatelistoj: Ni estas 34 filatelistoj, kiuj 

serĉas fidelajn interŝanggeamikoja en ĉiuj 

landoj kaj insuloj en Azio, Afriko, Norda 

kaj Sada Ameriko kaj Aŭstralio. Bonvole 

skribu grandnombre knj afranku filatele kaj 

ni faros same.

Adreso : Eric Ilenricsson.

Foreningsgatan 87 c., MALMO, Svedujo,

★ FOIREJO ★
會員一囘三行30錢★會員以外一囘三行1Ĥ

旦刷q註文で學闌を支持せよ!エス和文共 
最低價:雜誌菊廿貞百部十蚀より。封筒五千 
枚四闘等、 紀州長島生產舉園

求職事務、雜誌編輯、敎師其他に屣はれ 
たし。當方某大學豫科卒.2歲ゝ乞御照命。

長野縣東筑跌郡片丘村南熊井大和忠雄
— ■ — — ・   ,丁 ,— _ ■ ——丁—— 一・ ■ ■ I ■ ■ —

喫茶店ESPERO 早稻田丸驾橫通りに喫茶 
店ESPERO開店、綠星旗の竈氣看板を輝か 
してゐる。このところ、喫茶店名エス語化大 
流行は大いに結構。同志は大いに聲援の義務 
ありC?）
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エスベラント初等讀物

La urbo
En la urbo, la domoj estas grandaj, 

altaj kaj belaj・ Ili havas pli ol unu 

etaĝo. En la grandaj urboj estas 

ses- aŭ sepetaĝaj domoj. La homoj, 

kiuj loĝas en la urbo:la loĝantoj de 
la urbo, estas urbanoj ・

La domoj tuŝiĝas kaj faras longajn 

vicojn, kiuj enkadrigas la stratojn kaj 

placojn. La stratoj kaj placoj estas 

pavimitaj・ しa pavimo estas kutime 

el ŝtono, sed multaj stratoj estas 
pavim让aj per ligno aŭ asfalto. Sur 
la placoj oni vidas ĝenerale monu
menton au fontanon, aŭ la statuon 
de viro fama. Oni akvumas kaj 
balaas ofte la stratojn kaj placojn 
por purigi ilin.

La urbo estas dividita je kvartaloj. 
Parizo enhavas dudek kvartalarojn, 
kiuj enhavas po tri aŭ kvar kvartaloj. 
Mi loĝas en unu el la plej belaj 
kvartaloj de la urbo.

〔解說〕順次に兒てゆく。En la urbo 

でkomoがあるからdomojが主語な 

る事は真ちに解る。然しkomoは無く 

てもよいのである。又同性質の語なり句 

なりを三つ以上並べる時は―一,— 

kaj 一 の形にするのが定石〇 grandaj, 
altaj kaj belajも此の筆法〇 Iliは無論 

la domoj を指す。ses・ aŭ sepetaĝaj 

domoj は sesetaĝaj au sepetaĝaj domoj 
の略。日本語でも「六七階」と云って「六 

階七階」とは云はぬ。斯樣な點ヽ同じ人 

間である以上世界何處へ行っても同樣と

/ 小野田幸雄•ゝ

見える〇次のしa homoj kiujはしa 
homoj, la homojと考へて先を見ると 

dupunkto C- Ĵ で終り次に!a loĝantoj 

de la urboとある〇此れは結局la 

homoj, kiuj loĝas en la urbo と〕询意 

義なのでゝ其處で匚::1は「卽ち」と云ふ 

意を持った記號であると云ふ事が了解で 

きる。

次に進むと二三未知の字が行手を塞い 

でゐる。先づtuŝiĝ iに蹟くであらう。 

tusiは「……に觸れる」と云ふ意の他動 

詞、其れに运が付いて自動詞とな!） 

「……が觸れる」となる。木文では家々が 

隣同志相觸れ合ふ、卽ち「たよしきのみ 

やこのうちに棟をならべゝいらかをあら 

そふ」と云ふ處。（參考）kuntuŝiĝi =觸 

れ介ふ〇 intertuŝiĝi=相爛れる〇 faras 

longajn vicojn =長い列を作る=長くず 

らりと並ぶ。次に蹟くのはenkadrigiで 

あらう〇然しkiujがvicojを指す事が解 

ってをればenkadrigiのen及stratoj, 

placojからほ丫想像されはしまいか。 

kadroは「額緣、枠」從て此れを動詞化 

し仁kadriは「緣どる、枠ばめる」依て 

enkadrigiは「枠にはめ込む」となる譯。

pavimoはペーヴメントである事は何 

人にも解るが、さて其のペーヴメントと 

はと云ふと解らぬ人がある。此れも浅薄 

性文化痂痺症の一つ。kutimoは!習慣、 

慣例」であるがkutimeとなるとordi
nare, ĝenerale 等とほ' 同意〇 el ŝtono 

はpavimoの作られてある材料を指す6 

卽ち「石製」Sur以下の文に於てĝene

rale monumenton aŭ fontanon, aŭ la 
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statuonに注意されよ。そしてĝenerale 

monumenton, fontanon au la statuon
なる文と比校されよ。前者はkomoと 

直後のauとの為二句に切り離された感 

じを持つ上にかてゝ加へて前の塚に依 

り\ ĝenerale は monumento と fontano 
だけにしか掛ってをらぬ様な氣がする。 

處が後者ヽ卽ち本講の初めに述べ仁形の 

文に於ては三者何れも同等のgenera

leco を持ってめると見られる。云ひ換 

へれば此處の文の表はす本義は、Pbco 

には普通 monumento力、fontano力'あ 

る慣はしになってゐる、がたまには其等 

の無い事がある。左樣な時はstatuo de 

viro famaがある、と云ふ爭〇 akvumi 
は普通「水に晒すヽ水をわる」であるが木 

文では「水をつける、水を注ぐ」卽ちverŝi 

akvonと同義と看倣してよろしい〇

次に行ってestas dividitaはestas 

dividita lokoとでもするとはっきり解 

る。jeは所謂「適當な前置詞の無い時」 

用ひられる前置詞でヽ大抵の場合冃的格 

を以て之れに換へ得られるものである。 

本文でもdividita kvartalojnとして差 

支へ無い。否むしろ不都合の起らぬ限!） 

成るべく jeを用ひる事はさけるが望ま 

しい〇 又 dudek kvartalarojn と po tri 

au kvar kvartalojとを比較し、後者の 

主格に終ってゐる點に注意する事。en

havi は「中に持つ」であるから「含む」 

enhavo =內容、目次〇 unuの前に前置 

詞enの在る理はunu kvartaloの略な 

るが爲〇

餘白が出來たので此處に愉快な單語記 

憶法を御偉授致さう。例は本文中のも 

の。

etaĝo （階）=et （弱小）+ a倉（歳）+ 〇 

歲の小さな者には二階は危險だ。

kutimo （習慣）=ku （kun） 4-tim （恐れ 

る）+ 〇

人が恐れる度に一所になって恐れてゐ 

ると遂にはそれが習慣になって臆病にな 

る〇

ĝenerale （概して）=ĝen （迷惑さす） 

+ er （分子）+ al（に）T e
當世は槪して人に迷惑を掛ける分子が 

多い。

fontano （噴水）=font （泉）+ an （— 

員）+〇

噴水は泉の一員である、噴水が幾つも 

集って泉になると考へる。

statuo （彫像）=stat（狀態）+ u + o
像と云ふものは永遠に其の狀態であれ 

として作られたもの。

balai （掃く）=bala（舞踏會的の）+ i
掃くとは箒を手にして進み退き囘轉す 

るなど全く舞踏；

monumento （記念碑）=mon （金錢） 

+ u + ment（薄荷）+ 〇

dividi（分つ）=di （de） + vid （見る）+ i 

kvartalo （區）=kvar （四）+ tal（距 

骨）+ 〇

此等は以上にならって各自考案され 

よ〇

【澤】都會都會では・家は大きく高くて 

美しい。其等は一階以上である。大祁會には 

六七階の家がある。都に住んでゐる人.卽ち 

都の住人は都人であるC

家は櫛比して街路と廣場を取り圍む辰い列 

を為してゐる。街路や廣場は舖裝されてゐる。 

舖材は普通は石であるが多くの通りは木やア 

スファルトで舖裝されてある。廣場には通常、 

記念碑か啖水、さもなくんば有名な男子の像 

がある。街路や廣場は淸潔にする爲に屢々水 

を流しては齬かれる。

祁會は區に分たれてゐる。ノヾリーには三つ 

か四つづヽの區を持った二十の集團藏があ 

る。私は此の都の一番美しい區の一つに住ん 

で外る 〇 .
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自動車は速く走る

副詞の練習（I）

-初等エス作文の練制-

小此木貞次郎

今囘は「文法形式上の副詞」の練習を 

やりませう。卽ち語尾に・eを附した形 

のものです〇之はankaŭ, hodiaŭ, plej, 

tre, tro,等30數語（現在に於ては）の皆 

夫々持徵ある用法を持った本來の副詞、 

卽ち副詞的助辭とは異ることは勿論であ 

ります。文法的には副詞は語尾やで示 

される〇とある通!）でZamenhofはa, 

q i, 〇, u,の母音の中・eを以て本辭の

中の副詞の定まれる語尾とした。副詞の 

役目は近代の日本文法においても同じく 

認めてわるやうに、動詞ヽ形容詞、女は 

他の副詞に副ふて其の意味を色々に修飾 

する。序に形容詞は名詞（又は）代名詞に 

ついての性質、樣子などを表現する役目 

をもつ。以上の說明は大腕旣に御承知の 

筈。そこで此の-eを語尾に採ってわる 

と簡單に云ひのけても、いざ文章となる

と色々の形と場合が出て來て、アッサリ 

公式的に一様に片附かない。で以下種々 

の場合場合に應じて現はれる用法を代表 

的文例によって統括して練習して行か

う。ですから文例は唯漠然と 列されて廳

るのでなく 一つ一つの文例が何かしら

特色を持ってわます。（之は從來ーー3月 

以後---- でもさうであったが）。

—1）自動麻は速く走る。

自動車aŭtomobilo,之は自動車一般 

をさす場合もこれで、自家用、切タクヽ 

50錢タクシーも之でよい。同じ自動車で

も近代文明の一つのシンボノレの乘合自動 

車、我國モダン語にてバスはomnibuso, 

autobuso,本例は韮企といふ動詞を形容 

する速くといふ語が副詞の形をとる。

Aŭtomobilo kuras rapide.
之は大般、樣子（度合）を示すもの。

2）步いて行かう。

方法（手段）を云ふ場合謀詞形をとる。 

之はPer〜等によっても代用出來る。

Ni iru piede. （=per piedoj）
又同例として

どうぞ電話で御尋ね下さい。

Bonvole demandu telefone・

3） |］本では新聞は…日朝夕ニ囘

發行される。 …

時に删聯して副詞形がとられる。新聞 

ĵurnalo, 一日二囘 dufoje ĉiutage, du 

fojojn ĉiutage, dufoje en ĉiu tago,朝 

タに matene kaj vespere （= en la 

mateno kaj vespero）, 發行 される 

eldoniĝas>

En japanujo la ĵurnalo eldoniĝas 

du fojojn ĉiutage, matene kaj vespere.

此の他 ĉiujare （每年）、（ĉiu）monate 

（毎月に）、（ĉiu）semajne （彳/週）、lunde 

（=en la lundo, lundon）（月曜に）等、 

時に關しては副詞形が用ゐられる。

4） 小川さんは御在宅ですか。

在宅 esti dome （=esti en la domo） 
卽ち本例は場所に關しても副詞形が用ゐ
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られることを示す。 ・・

Ĉu S-ro Ogaŭa estas dome ?
此の他距離などでも、「學校は私の家から 

遠い」しa lernejo staras malproksime 

de mia dom〇.

以上の副詞が動詞と結びつく形を四つ 

の場合に應じて夫々練習した。尙詳細に 

分けれぱ更に細かになるが一例へば囘 

數などについてもー文例あげてもよい。 

——此の程度にして先に進む。

5）その衣の空は恐ろしく就黑で 

あった。

今にも暴風雨が襲來しさうだ。海は墨 

を流したやうだ。恐ろしくは非常にの意 

味だが、かう日本語でも云ふやうに 

terure iいふ面白い副詞が非常に屢々用 

められる〇その彼の空しa ĉielo de tiu 

nokto, en tiu nokto,

La ĉielo en tiu nokto estis terure

nigra.
之は形容詞を形容した場介、こんなのは 

毎日ドシドシ出てくる。彼は非常に强 

い〇 し1 estas terure （tre） forta.「こい 

つは凄く面白い」。一寸日本語などでも 

非常にを更に强めるとこんな表現をす 

る〇こんな時はEsp.でもTio ĉi estas 

frapante interesa.などと書ける〇

尙形の上からだと極く持殊な場合だが 

ruĝeblankaなどといふ合成語で 團詞

形+形容詞をとるのがあるC普通金成語 

で形容語の連結なら前の語は名詞形をと 

，るがヽ此の色の場介は別である。卽ち 

ruĝoblankaとあると「紅白の」といふ 

ことになって「紅口の幔孫を廻した」と 

いった具合に赤と白の兩色が別々に明瞭 

で兩者が結合して一つの形容概念を形成 

してわる。そして次には赤みがかった 

白ヽ例へば一般に北歐人の皮膚の色とか 

いった調子の時はruĝeblankaである〇 

同様に靑みがかった綠blueverda等。

6）彼はエスペラントを驚く程早 

くしゃべる。

驚く程mirinde,勿論「驚く程」といふ 

のは頗るとかヽ非常にの意味Eから、tre 

とかterureなどでもよいが、mirinde 
などは適譯だ。

Li parolas esperanton mirinde 

rapide ・ 4
副詞を更に副詞で修飾した例である。

7）今Hは暑い。咋□は隨分凉し 

かつ仁けれど。

今日、昨日、hodiaŭ, hieraŭは副詞 

的助辭であるから「今Hは暑い」の文は 

主語がない。英語や獨語などでは此の場 

合無意味な让,es,を主語にしてをるが、 

Esp.ではそんなことをしない。從って 

本篇の初めに一應說明したやうに、形容 

詞は名詞（乂は代名詞）を修飾するので 

あるから、「今Hは暑い」の文には主話、 

名詞がない故形容詞はとれぬ。かゝる場 

合副詞をとるのが理窟である。隨分tre, 

sufiĉe.

Hodiaŭ estas varmege, kvankam 

estis sufiĉe malvarmete hieraŭ・
此の他無主語の文乂は其他で副詞をと 

るものをツ續き次號に練習しませう。

前號重要正誤

5月號「發音の指南］中、右關3行目 

「破裂音は」の次に「t」脫落ヽ同じく 

4行目］摩擦音がŝ;t」の「§」は「s」 

の誤植に附き訂匸。
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發音の指南

(7) F と H
Fは下唇を上齒にふれしめそれを呼氣 

で突破する破裂音匚一月號(％)參照1H 
は唇も齒も舌もどこもふれ合ひ,又は狹 

まることなく，開つ放しのまゝで發音さ 

れる〇例へばhaはaの口形,卽ち【1 
を大きく開き，どこも動かさす・そのまゝ 

で谡音する。一體音聲は口，喉のどこか 

に呼氣がぶつか!),その振動によ.って起 

ろ。例へばkは喉の奥へ舌の根がふれ 

それを呼氣が突破して振動を起す，sは 

舌端と口蓋の間に狹いすきをつく b, 
呼氣がその間をすりぬける時の抵折;によ 

って振動が起る。母音は聲帶の間をせば 

め，それを呼氣が通る際起す振動による 

(此の如く所誼子音と母音とは根本に於 

て區別はないものである)。然るにhは 

全く開放的で,どこにも抵抗なく,聲帶 

•も開け放したまゝで出す呼氣'卽ち普通 

の呼吸の色のつかぬ呼氣である。從って 

hそのものはイ可等人の耳に閱こえる音， 

響を伴はない。例へば母音aは始めか 

ら聲帶を狹め,始あから呼氣で振動を 

起す，haは始めは聲帶をゆるめたまゝ 

として呼氣に伴って聲帶をしめて母音 

aの音が伴ふ,大體H本語の『は』に當 

る。たヾ日本人は時に『は』を發音する 

のに喉奧を少しせばめて幾分かすらせる 

癖があわ依てhaを發音するには喉奧 

を決して狹めず,努めて開放のまゝで， 

かすれのない純な音に『は』を發音する 

樣心掛けよ〇 Heへ,Hiひ,Hoほ。

Huは日本人にとって注意を要する。 

日本語の『ふ』はhuにも非すヽ仇にも 

非ず,一種持別な音である。Hは本來

小枚狷二

どこも動かさぬ音である。例へばhoは 

母音の口形〇をしたまゝ唇等を少しも 

動かさす，そのまゝのIIの姿勢で谖音す 

る:ぼ〇依てhuも同様母音uの口形, 

卽ち口を丸くすぼめ，その玄ゝの门形を 

決してくずすことなく,唇など微動もさ 

せずそのまゝで發音する。然るに【I本語 

に於ては『ふ』だけは矢張ロを丸くすぽ 

めるが,诳音に際して一寸と【I先を前の 

方へ突き出す。(Fuは上の齒へ下唇を 

ふれる音で『ふ』とは全く似つかぬ音た 

るは勿論)。卽ちhuを發音する場合此 

の口先をつき出す日本語の『ふ』の癖が 

出ぬよう,決して口先を動かさぬと云ふ 

點に注意して練習せよ:hundo, fundo, 
humoro, hura, hufo, humila, 
fumi! 〇.

匚注意J Cl)Hそのものは此の如く 

全く無音の音であるからhaは耳に聞こ 

えてaと區別出來るが.ahは专に聞い 

てaと區別が出來ない。

匚注意3 (2)前述の如く日本人の『は』 

行音は時に幾分かすれる氣味がある故注 

意してかすれのない純粹の呼氣卽ち,殆 

んど母音に近く聞こえる位のつもりで發 

音せよ:練習havas :は先づavasと發 

音,次に頭に輕く呼氣を加へて:havas. 
同様に onesta — honesta, omo — 
homo, ufo—hufo, ela—hela・

〔注意;)(3) Hをあまりかすらせると 

ĥの音になる。

〔參考;!古代日本語の『は』行音は兩 

岳を近づけて呼氣を出す,謂はヾホワー, 

ホエーの音であったのが今H『ふ』忙け 

遺物として殘ったものと云はれてゐる。
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諺 の 硏 究
小坂狷二

Jen havu!
これ戶どうちゃ,それ見た事か 

Ĝi havas ankoraŭ signon de 
demand 〇.

まだ眉唾ものだ

それはまだ疑問符號をもってゐる，卽 

ちきまった,たしかな事ではない。

? signo de demando, ! si区no de 
ekkrio, : dupunkto, ; punktokomo, 
„ " signoj de cito,・ streketo,— 
streko, apostolofo・類例:

Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.
それはまだ神託の言葉である，まだ實 

現した事でない,當にならぬ。

La sigelo ankoraŭ ne estas metita. 
まだ印章が押してない。

註:日本では受取でも何でも印判を押 

すが西洋人は皆署名が印判代り（依て印 

判などはもってゐない）然し大切な文書 

や外交文書などには記名調印する。それ 

は封蠟をたらしてその上へ印形を押しっ 

けて印形を作る，時にリボンを蠟で付け 

て印を押す。依て印彫は金屬製が普通で 

ある。［1本では手紙を封筒に入れゝば必 

ず封じ目に『封』とか『“』とか書くが西 

洋人は何も書加ぬ，人の于紙の封は切ら 

ぬことになってゐるからである。然し書 

留など大切なものは封じ目や其他の介せ 

目に封嫌をたらし封印を押す。

Bone tiu sidas, al kiu la sorto 
.ridas・ ;
運命に惠まる、者は强固なり

その者に運命が笑みかける者はよく坐 

る。類例;

Facile estas danci, se la feliĉo 
kantas ・

幸福が歌を歌ってくれゝぱ踊ることは 

容易である。

Ĉerpi akvon per kribri!〇. 

水濾で水を汲む

むだな努力であるの意。類例:

Batadi Ia venton.
風运なぐりつける（暧廡と腕押し）。

Melki kaproviro n. :

牡山羊の乳をしぼる（lakto乳,melki 
乳を絞る）。

Tordi ŝnurojn el sablo.

砂で縄をなふ（elは或物を材料にして 

物を造る意:こ用ひられる:kuiri supon

el kokaĵo ，肉でソップを作る）。

Verŝi aeron al aer〇.

空氣へ空氣をそゝぐ（alは空氣へそそ 

いで『加へる』意）。

Oni tondas ŝafinojn, tremas Ia 
ŝafoj・

. 牝羊の毛を莉ると牡羊はふるへる

直接叱かられたり，ひどい目にあはす

とも間接に他人のを見たヾけで感じる若

もある意。同意味の諺:

Por Paŭlo sperto—por Petro averto..

Paŭloがえらい目に遇へばPaŭloの 

ためにはそれが一經驗となる，そしてそ

れを見たPetroにはそれだけでよい敎 

訓Iとな¥。 .•

Al hundo bastono—al hom, leciono.
犬には棒,人にはお說法（犬はなぐら 

ねばわから3,人間なら打仁す•とも口で 

敎訓した丫けでわかる筈）。 、
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佛說阿彌陀經

LA SUKHAVATĴVJUHO
極めて難解な佛敎の經典も.この流麗なるエス譯によって 

完全に我我のものこなつ化。エス譯の他にテキストの三藏 

法師の漢譯がおさめてあり.且つ所所に現れる梵吾には漢 

譯ビエス文の說明が附してあるから對照上便利である。

菊半薇23頁・定價15錢•送科2錢

竝

★宣傳標語入橫書原稿用紙★

エス語宣傳標語入の原稿用紙を作りました。20字詰20行の橫 

書用です。用紙は上質紙、刷色は美しい綠色。宣傳標語は和エ 

ス兩文で入れてあります。なほ2字目ビ15字冃は線が違って 

わますから（但し美觀を損じない程度）18字、15字・13字詰 

I;も利用するこざが出來.橫書用ではあるが勿論從書にも使用 

できます。原稿用紙ごしては勿論、書翰箋にも代用し.大いに 

宣傳効果を擧げて下さい。大きさは21x31cm.です。送料の 

關係上、なるべく多數取まざめ註文される方が御徳用です。

定價 バラ10?枚16錢・天糊付百枚綴］册!8錢

送料ICO枚6錢・ 300枚14錢・ 6C0牧22錢•1£03枚30錢

振替口座 長野3283番 はやめました。

本會は一般會計用として振替口座束京11325番の他に 長野3283番に加 

入してゐましたが、これは震災當時假に加入したので、最近は种Uするこ 

とが少ないので4月末限り脫退致しましたから、今後は東京11325番の 

み御使用下さるやう願ひます。

★財P 法人 日本エスペラント學會致

振替口座東京11325番
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POL—POMERANIO
17 X 25 cm.128 p.

地圖着色大版4蕖・その他参數揷入

（定價1圓50錢・送料£銭）

Pomeranio,それは4ヶ月の長 

きにわたる論爭の後ポーランド 

へ返し與へられた.この國の! 

立を保つ上に缺くことのできぬ 
唯一の「海への道」である。し 

かも、それだけにドイツにとつ 
て、これを取あげられ仁ことは 

何時までも坐視するに忍びぬと 

ころである。此北歐の一角が第 

ニのアルサス・ ローレンとなら 

ないであらうとは誰にいへよう

★ Parolado dum la Ĝeneva Konferenco pri n Senarmiĝou
壽府軍縮會議における勞農ロシア代表しitviiiovの熱辯。 偵13錢・送料2錢

Nova Testamento は從來3〇錢ビ315130錢の二極でし化が、 

今回各極類を輸入、下記の5 Wl:なりました。
並製30錢・クロース裝60錢・クロース裝Cインヂヤンベーバー）!圓20錢 

フランス革裝（インヂヤンペーパー;）1冏80錢・ペルシア革裝（インヂヤンペ 

ーパー）31013〇錢（逸料各册2錢、 但し草裝ま霍留送料!2錢］

財團法人日本エスペラント學會 振替口座番號
東京1132つ番

急

★

日
本
工X
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ラ
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ト
學
會
取
次
・
定
價
六
圖
六
〇
錢
・
送
科
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ー
錢

ETERNA BUKEDO
estas la plej nova granda verko de

K・ KALOCSAY
entenanta senve kajn ffjorojn el la poezioj angla, bulgara)匕/la〉ĉina, 
egipta, estona juna八 franca、germana, greka, hebrea, hispana, hugara, 
itala, japana, latina, nederlajula, pola) portugala, rumina, rusa, sveda.

Interpret辻e per perfekta formo, mirinda trasento kaj enlula 
vortmuziko estas en la libro poemoj de:------ Faraono Ahn-Aton,
Reĝo Salomon, Horatius, Catillius, Anakreon, St:. Francisko de 
Assisi, Sappho, Walter von der Vogelweide, Dante, Lope de Vega, 
Ronsard, Chaucer, Shakespeare, Milton, Spenser, Keets, Shelley, 
Goethe, Schiller, Heine, Lenau, Baudelaire, Verlaine, Lamartine, 
Victor Hugo, Verhaeren, Vrchlicky, Mickiewicz, Vazov, Li-Tai-Po, 
Petofi, Ady, Hitomaro, Curajuki, Puŝkin, Lermontov, Strindberg, 
Henriette Roland Holst, Stecchetti, Carducci, Leopardi, Camoens, 

Under, Semper kaj ceteraj
La volumo,13.5 x 20 cm. granada, 352 paĝn sur 
unuaranga papero, en duonleda bindo kostas uson
ajn dolaroj n 2.2〇. Aldonu 10% por sendkostoj 

Eldonis LITERATURA MONDO, Budapes! 】X・ Mester-u. 53・ V. 7. 
Mendu de la eldonejo, de la reprezentantoj de LITERATURA MONDO 

aŭ de la seriozaj esperantistaj」ibrovendejcj・



★日本工夫ペラント睪會戟行最新刊書ツiMimraimiiiiiiffliiiHiii删删曲iii删曲

城—戶崎益敏編

ザメンホフ讀本 各卷50頁定價20錢送料2錢 
合本153頁定價50錢送料4錢

1-ザメンホフの魏譯吻拔萃。 11.ザメンホフ原作物拔萃。

IIしザメンホフに關する著作拔萃〇 「外から見ても內から見ても 

模范的な讀本である」とは Literatura Mondo Q批評

小坂狷二譯註

イ ソ ッ フ。物 語 四六判70頁 定價25錢送料2錢 

最も信賴すべき模範的エス譯にゝ親切且つ明快無比の脚就。

中等講習會の敎材として又獨習用.悔講會テクストとして好適。

下村芳司著

S エス文手紙の書方 -四六判370頁價1ロ20錢送料8錢

あらゆるばあひのエス文手紙の書方が.興味深い多數の實例で 

示してある。詳細な索引兼用の目次附。正に「書翰百科辭典」。

★中村博士遺稿集 中村精男博士の「算盤に就いて」その他興 

味深い多くのエス更作學術論文。「渔夫辭」
などの漢文學古典.「運命論者」缭のエス譯を禅めてある。

四六判114頁 說明圖多數入り 定價70錢 送料4錢

伊 井 迂著

Verda Parnaso （綠葉 集）四六判血頁價旳錢送料4錢 

:•一 •-ぺ假吻。蔭にかくれても知る人ぞ知る彼の苹命的情熱と豊富な詩藻が迸り出た原作詩 

數十篇と、蔑葉をはじめ古今その他の和歌、俳句、今樣、都々逸.民謠、漢詩等の 

玲堪なる無比の名譯を輯めたもの。

有島武翌作fii： ＞みた二蔣パ番ぐ 四六判10）頁上製はクロース裝 
東宮!R逹躍I日 し少なく妥（5鲁ふ 並75錢送料4錢・上1y送料4錢 

一女性故に悲劇的最後をとげた一代の文豪有島此卯が心血をそゝいだ本書こそは正 

にその悲劇の前奏曲であった。譯は「宜盲」を譯して名聲遍ねき束宮氏の惡筆。

鋸卸VERDA KARTO （綠の札）騎版れ删
大阪朝“の懸賞に一等當選の映蛊小睨.五十年後の社會。絕妙の譯筆。

山本有三作
!露木淸彥澤 En la Nebulo （霧の中）备も淨送貓S

JOAKで放送大好評のラヂオ•ドラマのエス譯〇譯文流麗ゝ

露木満逢著 Ŝtala Biblio de Samurajismo （武士道刀劍鑑）gg^g 
武士道の興亡に伴奏する日本刀の盛衰史.その鑑別 流派悸,興妹津々。

L.3國語の擁護を論じて國際語に及ぶ 四六判53頁・價20錢・送料2錢

エス語の普及宣傳は國語擁護の道である。本書を讀んで逆宣像に備へよ。

«muniinMmmnfaiivvmiBiBiBuimiiiiiiiiiivifiiuiiiiifininiiiiit*^

嘟删删皿振替口座番號:東京11325番外
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學
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( 

諸
君
は
日
本
へ
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
が
や
っ
て
來
た
當
時
の
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る F  

か
。
其
の
頃
ど
の
や
う
な
人
物
が
居
っ
て
こ
の

-g-
ss
の
普
及
に
努
力
し
情
熱
を~ 

注
い
で
ゐ
た
か
を
知
っ
て
ゐ
る
か
。
又
ど
ん
な
奇
人
が
居
て
奇
冇
珍
談
を
殘
し
“ 

ど
ん
な
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
か
を
知
っ
て
ゐ
る
か
。
日
本
の
エ
ス.
ヘ
ラ
ン
ト
遅s  

動
が
今
ま
で
に
經
て
來
た
歷
史
は
又
日
本
の
立
派
な
文
明
吏
の
一
部
を
な
す
もs  

の
だ
。

こ
こ
に
現
れ
た
伊
井
迂
氏
の
書
物
は
彼
が
そ
の
物
凄
い
記
悄
力
と
恐
る~ 

べ
き
熱
情
と
正
し
い
認
識
と
を
も
っ
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
及
びH
本
の
エ
ス
鋼
運S  

動
に
對
す
る
藉
蓄
と
記
憶
と
を
傾
け
て
語
り
出
し
た
も
の
だ
。

こ
れ
は
工@

ペ- 

ラ
ン
チ
ス
ト
は
勿
論.
一
般
の
人
に
も
絕
人
な
興
妹
の
あ
る
も
の
に
違
い
な
い
。 

こ
れ
を
編
ん
だ
人
に
つ
い
て
も
又
適
所
適
材
と
音
ふ
平
凡
な
語
を
も
っ
て
語
り 

こ
の
平
凡
な
ら
ぬ
醫
の
實
物
を
見
て
貰
う
こ
と
に
よ
っ
て
推
賛
を
頂
戴
し
度
い 

と
思
ふ
。
諸
君
の
是
非
座
右
に
一
本
を
と
り
給
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レ
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間
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で
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。
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究
と
實
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な
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の
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得
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ト
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ぬ
。
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質
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實
に
捉
え
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展
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歷
吏
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確
實
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捉
へ
る
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と
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今
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
賞
用
の
飛
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的
段
階
に
當
而
し
て
歷
吏
の
評
價
は
何
よ
り
も
大
事
だ
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直
ち
に
本
書
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繙
い 

て
新
し
い
時
代
の
爲
に
自
己
を
鍛
へ
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I?日本エスペラント學會發行圖書其他
〔束京牛込新小川町3の15
スベラント捷 

スペラント講 

撰エス和辭

ェ

新

新撰エス文手紙の書方
エスペラント講習用書 
エスペラント短期講習書

サ 
イ
X
新

スペ 
スベ 

メ 
ソ 

スペ 
撰

ラント初等器 
ラント中等屠 

ンホフ讀 
ップ物

ラント發音硏究 
和エス辭典 

站字エスペラント文法さ小辭典 

エスペラントやさしい讀み物 

愛の人ザメンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ 
エスベラントの鍵 

歐羅巴親類巡 〇 

國語の擁護を論じて國際語に及ぶ 
ス舉佛說阿彌陀經…3.15 2

--------エスペラント對榛詳註農書----------

・0・35 2 4•代 理 通 譯
••040 2 5•愛める處神わり
••0.40 2 6.レイモント短篇集

エスペラント書き日本叢書

ェ

徳詰牛込5415¢ ・振替東京!1325番〕い 
最新圖良の獨習豁.......... ｛駭韶

外國語も知らぬ人の5S習搆義錄..... 0.50
語數一瓜五千餘、譯......../並製0.60
語汗確、索出至便 • 、上製0.80
書簡百科辭典の觀.四六判370頁……12J 
文法敦科書き讀本さなかG.......... 0.30
大きな活字で要領上く編輯い:......0.20
押繪入程度低く小中學生にI適す……0.30 
興味深き讀み物數十為な收じ........0.3）
......全3卷.各卷0.20 ¢2）合卷0.50 
脚注付■講習曲本並に疝習好適..... 0-25
エス語發音上のIS問な氷解す........ 0.33

4 
4
4
2 
2 
8 
2 
2 
2 
2
4
2 
4

見出語數G萬、出典明示、印刷鮮明…印刷屮 

肓人用觸習書兼字引................. 1.03
笑括廿二篇を對詳詳註し輿味橫溢……〇-13 
エス語創案者ザ博士の傳記.......... 0.83
ザ博士の言語上の解答も蒐む........ 0.50
文法及三干五百語を含む小辭典宜傅用0.05 
エス語のみでの世界旅行記…｛騷〇;!! 

然板傅止の歷史的人論文其他を收む〇-20 
エス譚大學中庸 近

6
2
6
4
2
8
8
2 

刊

マテオ・ファルコネ 
ハ 

號
イ を 詩1

0.40
1.50
0.40

七百二十語に一々用例花示す 

カードミ同一内容の本.....

骸 骨の斃 跳•…… .........0.40 2 惜みな < 愛は奪ふ

倫 敦 塔•…… .........015 2 ベルダ•カルト

グ ラ シ ヤ.... ........ 020 2 綠 葉 集

衙 の 屮.... .........0.15 2 日本氏族の起原

中村精男博士遺槁・・•… .........070 4 日本刀槪說

エスペラント單語カー 
エス ペラント 文例 
Xス演「說露話レコー 
Espero, Tagiĝo レコー

0.75
1.00
080
0.10
0.15
170
1 00

4 
4 
4 
2 
2

12
6

小坂氏吹込兩面......... 1-20 40（內地外8ヵ

獨唱、兩面.............. 1.50 40 （內地外80）
正百枚一册......................... 〇-2J 4
八十枚入ー袋....................... 〇-2J 2
四・t一組三色刷エス説明入..........OJO 2
樂諮及木版畫入■二色刷……1〇枚送料共015 
三越特製上等....................... 0.20 2
乙稲（背廣用） 各（送料共）……03Ĵ -
丁種（背廣用持製）各...............050 3

、カフスボタン（箱入一組）1・20 6 ネクタイピン（,送料共）0.30
綠 星 旗 紙製綠地に白く「エスペラント」ミ拔く。十枚（郵稅兵）......015 -

―〔詳細內外エス書圖書目錄二錢切手封入お申込み次第送呈〕一ー

ェ ス ペ ラ ン ト便
X ス ペ ラント封緘
H 本 風左キ風俗工ハガ
ェ ス 澤君が代エハガ
X ス ペ ラン ト手

綠 星 章
（甲種（安全ピン止）

1丙種（安全ビン止特製）



La Revuo Orienta—— onata Organo de Japana Esperanto-Instituto, 
Ŝb7ogaŭainaĉi 111-15, Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

我國に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關 

纂臭日本エスペラント學會 
東京市牛込區新小川町三の十五

—[電話牛込&4） 5415誓——振替口座東京!1325#]——

目 的エスペラントの普及、研究・實用

（（a）エスベラントに關する各種の研究調査及其發表 

直 世 （b）雜誌及圖書の刊行等
* * | （c）講演會.講習會の開催及後援

1但）其他本會の目的を達成すらに必變ビ認むろ事業
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尙ほ本會に關する群細及び本會發刊書並に內外エス 

ペラント圖書目錄は郵券二錢封入御申込み下さい

«f驚くべき簾價なる初等學習及宣傳用雜誌

初等エスペラント
本誌しa Eevuo Orientaの初等向の頁を拔沢 卷頭言等な附 い*の

每月五日發行 表紙共每號十六頁

誤らざる學習の指針一懇切なち獨學の伴侶 

購讀料| 一年分僅かに六十錢 半年分三十錢 

本誌の弟分たる「初等エスペラント」を愛護して、宣傳しませう 

（見本は郵券五錢封入御申込み下5い〕

本會振替J 一般會計用東京11325番 

口座番镇I基本金專用東京32089番

本誌購誼料（郵視別）

一部 • U 020
圖書目錄及本會 

の詳細に關して 
は二錢切手封入 

申込まれたし。
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琴殳日本エスペラント學曾
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